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・第1四半期の売上高・営業利益・経常利益・純利益は過去最高。利益率も過去最高を更新
・計測、医用、産業は増収増益で、売上、営業利益とも過去最高を更新
・航空は民間航空機分野が停滞。防衛分野も前年の大口案件の反動で減少

増収増益
売上・利益ともに過去最高を更新

・新型コロナウイルス検出試薬キットは国内・北米等で、全自動PCR検査装置は国内で増加
・4月以降、国内の企業・高齢者施設・教育機関などでPCR検査センターの開設を支援

感染症プロジェクト PhaseⅡ
の推進

・国内では、PCR関連事業の拡大等により、前年の航空の大口案件の反動を補い増収
・海外は、計測の重点機種（LC、MS、GC）が牽引し、全地域で二桁%増
・海外売上高比率は、前年同期比3ポイント増の57%

国内外で増収
海外全地域で二桁%増

・計測の重点機種（LC・MS・GC）は前年比24%増の343億円、3機種とも増収増益
・産業のTMPは５G対応機器・データセンター向け半導体需要が拡大（前年比16%増の63億円）

計測重点機種は堅調に推移
産業TMPも増加を持続

業績サマリー
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為替影響額
売上高 ：+21億円
営業利益： +3億円

為替感応度

売上高 営業利益

USD 12億円 4億円

EUR 2億円 0.7億円

・ 売上高 : 943億円 （前年比：+141億円、 +18％）
・ 営業利益 : 124億円 （前年比：+63億円、 +104％）
・ 営業利益率 :   13.2% （前年比：+5.6pt）

損益計算書

売上高・営業利益・営業利益率の全てで、
第一四半期過去最高を更新

FY2021 FY2020 増減額 増減率
売上高 943 802 +141 +18%
営業利益 124 61 +63 +104%
　営業利益率 13.2% 7.6% +5.6pt ━
経常利益 127 62 +65 +106%
親会社株主に帰属する当期純利益 87 42 +46 +110%

　平均為替レート：米ドル（円） 109.53 107.67 +1.86 +2%
　                  　　　ユーロ（円） 132.00 118.50 +13.50 +10%

研究開発費 36 34 +2
設備投資額 21 26 ▲ 5
減価償却費 40 38 +2

1Q：4-6月 前年比

業
績

為
替

主
要
投
資

単位：億円


事業セグメント構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ		2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク		65%		59%		61%

		医用 イヨウ		15%		16%		17%

		産業 サンギョウ		14%		13%		12%

		航空 コウクウ		4%		10%		8%

		その他 タ		1%		1%		2%



		計測 ケイソク		61,305		47,653		49,661

		医用 イヨウ		14,487		13,106		13,385

		産業 サンギョウ		12,960		10,368		9,320

		航空 コウクウ		4,141		8,175		6,558

		その他 タ		1,403		872		1,850

		TTL		94,298		80,176		80,776



















計測機器構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ				2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク				65%		59%		61%

				LC		19%		17%		18%

				MS		11%		11%		12%

				GC		6%		6%		6%

				PCR関連 カンレン		3%		0%		0%



		計測 ケイソク				61,305		47,653		49,661

		LC				17,492		13,776		14,491

		MS				10,790		8,877		9,294

		GC				5,970		4,900		4,968

		PCR				3,100		400		0

		TTL				94,298		80,176		80,776



















計測機器BUの主な増加

		1Q売上高増加 ウリアゲ ダカ ゾウカ				増加額（億円） ゾウカガク オクエン		増加率 ゾウカリツ

		計測Total ケイソク				137		29%

		BU
等 トウ		LC-BU		37		27%

				感染症関連 カンセンショウ カンレン		26		650%

				MS-BU		19		22%

				GC・TA-BU		11		22%

				環境-BU カンキョウ		6		22%

				独自品 ドクジヒン		15		44%

				非事業 ヒジギョウ		10		74%

































計測機器_地域別・重点機種売上高

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		216		35%		171		36%		169		34%		193		37%

				北米 ホクベイ		73		12%		54		11%		58		12%		55		11%

				欧州 オウシュウ		63		10%		49		10%		54		11%		56		11%

				中国 チュウゴク		169		28%		137		29%		124		25%		134		26%

				その他のアジア		65		11%		51		11%		67		13%		56		11%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		重点機種Total ジュウテンキシュ		343		56%		276		58%		288		58%		274		53%

				LC		175		29%		138		29%		145		29%		140		27%

				MS		108		18%		89		19%		93		19%		80		16%

				GC		60		10%		49		10%		50		10%		54		10%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













医用機器_地域別・X線撮影装置

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		82		57%		67		51%		81		60%		76		54%

				北米 ホクベイ		20		14%		20		15%		17		13%		23		16%

				欧州 オウシュウ		7		5%		8		6%		7		5%		10		7%

				中国 チュウゴク		10		7%		13		10%		8		6%		11		8%

				その他のアジア		12		8%		10		8%		10		7%		11		8%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		X線Total セン		102		70%		100		76%		97		72%		107		75%

				XTV		33		23%		30		23%		30		22%		35		25%

				CVS		9		6%		11		8%		19		14%		17		12%

				撮影 サツエイ		60		41%		59		45%		48		36%		55		39%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













産業機器_TMP

		（億円） オクエン				2020.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

		TMP				37		34		45		55		171

						2021.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						54		46		48		60		208

						2022.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						63		未 ミ
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				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ
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						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										fy2021 1Q																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																単位：億円		1Q：4-6月 ガツ				前年比 ゼン ネン ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲンガク		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		━								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均為替レート：米ドル（円） カワセ		109.53		107.67		+1.86		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  　　　ユーロ（円）		132.00		118.50		+13.50		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+2										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																Units: Billions of yen		Q1：Apr-Jun				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio																FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.2										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 15								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		36		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.5								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.6		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前同比						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前同比						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン																増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測機器 ケイソク キキ		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt

				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用機器 イヨウ キキ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+7		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業機器 サンギョウ キキ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空機器 コウクウ キキ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		━				-8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		━				-1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク		━												▲ 4		▲ 2		▲ 5		+1		━				━										調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.4		-0.5		-0.5		+0.1		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+19%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+29%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+23%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	



9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%						Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空（新）

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		防衛 ボウエイ		10		11				50				72		32		342%		17%		342%		44%

		民航 タミ コウ		50		44				15				10		9		-66%		-12%		-66%		-33%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				5.0				7.2

		Defense		5.0		4.4				1.5				1.0

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_2022.3期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																		目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																		通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		通期 ツウキ						前期比 ゼンキ ヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021
新予想 シン ヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		━		+0.3pt								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.00		105.00		106.11		▲ 0.11		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.00		120.00		123.75		▲ 0.75		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		+15										減価償却費		133		135		▲ 2
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12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

												増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測機器 ケイソク キキ		2,640		2,550		2,486		+155		+6%		+90				460		430		425		+35		+8%		+30				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt

				医用機器 イヨウ キキ		670		670		669		+1		+0%		+0				40		40		44		▲ 4		▲8%		+0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt

				産業機器 サンギョウ キキ		515		505		451		+64		+14%						50		50		41		+9		+21%						9.7%		9.9%		9.1%		+0.6pt

				航空機器 コウクウ キキ		230		230		286		▲ 56		▲19%		+0				2		2		1		+1		+199%		+0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt

				その他 タ		45		45		44		+1		+2%		+0				7		7		10		▲ 3		▲29%		+0				11.1%		11.1%		16.2%		▲5.1pt

				調整額 チョウセイ ガク		━														▲ 29		▲ 29		▲ 23		▲ 6		━		+0				━

				合計 ゴウケイ		4,100		4,000		3,935		+165		+4%		+100				530		500		497		+33		+7%		+30				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		255.0		248.6		+15.5		+6%		+9.0				46.0		43.0		42.5		+3.5		+8%		+3.0				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt



				MED		67.0		67.0		66.9		+0.1		+0%		+0.0				4.0		4.0		4.4		-0.4		▲8%		+0.0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt



				IM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				AE		23.0		23.0		28.6		-5.6		-19%		+0.0				0.2		0.2		0.1		+0.1		+199%		+0.0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt



				Other		4.5		4.5		4.4		+0.1		+2%		+0.0				0.7		0.7		1.0		-0.3		-29%		+0.0				14.0%		15.6%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																-2.9		-2.9		-2.3		-0.6				+0.0

				Total		410.0		400.0		393.5		+16.5		+4%		+10.0				53.0		50.0		49.7		+3.3		+7%		+3.0				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		825		793		+123		+15%		+90				209		179		180		+29		+16%		+30				22.8%		21.7%		22.7%		+0.2pt



				医用 イヨウ		167		167		178		▲ 11		▲6%		+0				27		27		34		▲ 7		▲21%		+0				16.2%		16.2%		19.3%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		17		17		92		▲ 75		▲81%		+0				(2)		(2)		3		▲ 6		▲166%		+0				-12.7%		-12.7%		3.6%		▲16.3pt



				その他 タ		(3)		(3)		(20)		+17		▲84%		+0				(1)		(1)		3		▲ 4		▲150%		+0				-72.9%		-72.9%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲11		▲11		▲6		▲ 4				+0

				合計 ゴウケイ		1,309		1,209		1,153		+156		+14%		+100				250		220		222		+29		+13%		+30				19.1%		18.2%		19.2%		▲0.1pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280		+160		+7%		▲125				410		415		335		+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620		+35		+6%		▲55				33		27		24		+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425		+15		+4%		▲10				40		37		37		+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285		▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6		▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40		+0		+0%		▲35				5		13		5		+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 30		▲ 31		▲ 27		▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650		+200		+5%		▲250				460		470		380		+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098		+42		+4%		▲1425				173		415		172		+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306		+9		+3%		▲395				13		27		11		+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205		+40		+19%		▲205				23		37		17		+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160		▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4		▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19		+0		+1%		▲56				2		13		2		+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 11		▲ 31		▲ 9		▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788		+27		+2%		▲2285				194		470		196		▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,388		+112		+8%		▲1065				287		2,565		253		+34		+13%		▲2278				19.1%		100.0%		18.2%		+0.9pt



				医用 イヨウ		355		710		363		▲ 8		▲2%		▲355				27		710		33		▲ 6		▲17%		▲683				7.6%		100.0%		9.0%		▲1.4pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100.0%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		135		300		126		+9		+7%		▲165				7		300		▲3		+10		▲305%		▲293				5.2%		100.0%		-2.7%		+7.9pt



				その他 タ		26		75		25		+1		+3%		▲49				5		75		8		▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 14		▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,147		+138		+6%		▲1815				336		4,100		301		+35		+12%		▲3764				14.7%		100.0%		14.0%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		761		+111		+15%		▲1693				176		415		174		+2		+1%		▲239				20.2%		16.2%		22.8%		▲2.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166		+32		+19%		▲2367				20		415		31		▲ 11		▲35%		▲395				10.1%		16.2%		18.6%		▲8.5pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		73		+2		+3%		▲2490				▲2		415		▲4		+2		▲53%		▲417				-2.2%		16.2%		-4.8%		+2.6pt



				その他 タ		16		2,565		(4)		+20		▲482%		▲2549				1		415		2		▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲5		▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,144		+168		+15%		▲1253				203		415		218		▲ 15		▲7%		▲212				15.5%		16.2%		19.0%		▲3.6pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637		+77		+37%		▲1693				176		415		152		+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169		+23		+17%		▲2367				20		415		20		▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		122		▲ 4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		▲ 2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		63		▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1		▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14		▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0		+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲11		▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005		+85		+31%		▲1253				203		415		186		+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825		+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739		+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749		+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970		▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002		+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287		+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265		+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017		+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141		+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43		▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376		▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756		+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721		+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035		+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182		+160		+14%		▲1223				238		415		163		+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314		+35		+11%		▲2216				22		415		13		+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220		+15		+7%		▲2330				23		415		20		+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125		▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2		▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21		+0		+0%		▲2544				3		415		3		+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲21		415		(18)		▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862		+200		+11%		▲503				264		415		184		+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545		▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61		+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145		+6		+4%		▲2414				2		415		1		+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		98		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		6.4%		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		40		2,565		62		▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1		▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8		▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5		▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																(7)		415		(9)		+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858		▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66		▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874		▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1		+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)		+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17		+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7		+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																61		415		61		+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業
セグメント ジギョウ		分野 ブンヤ		見通し ミトオ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

										プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測
機器 ケイソク キキ		ヘルスケア		◎		■変異株拡大によるPCR検査試薬キットや
　全自動PCR検査装置の増加の継続
■製薬、受託分析、食品安全の分野などでの投資
　の継続 ヘンイカブ カクダイ ゾウカ ケイゾク セイヤク ジュタク ブンセキ ショクヒン アンゼン ブンヤ トウシカクダイ		━								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン

						官庁・大学 ダイガク		○		■ラボの稼働率回復、補正予算（日本）による
　投資増
■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 カドウリツ カイフク ホセイヨサン ニホン トウシ ゾウジンソクケンサジュウショウカヨボウケンキュウヨウ		━										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ		○		■自動車・化学分野で設備投資の回復
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		━										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用
機器 イヨウ キキ		公立病院 コウリツ ビョウイン		○		■補正予算（国内）による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ホセイ ヨサン コクナイ ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ ドウニュウ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン		▲		■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ドウニュウ		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業
機器 サンギョウ キキ		半導体 ハンドウタイ		◎		■データセンターや５G向け需要の拡大が継続 ム ジュヨウ カクダイ ケイゾク		━								産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ		〇		■産業車両・小型建機の需要回復の継続 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイゾク		━										油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ		〇		■設備投資増による回復 セツビ トウシ ゾウ カイフク		━

				航空
機器 コウクウ キキ		民間航空機 ミンカン コウクウキ		×		━		■民間航空機の厳しい状況が継続 ミンカン コウクウキ キビ ジョウキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

												　

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+0%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+0%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+0%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+0%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+0%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+0%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+0%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+0%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%
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8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加
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19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+0%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+0%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				+0%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				+0%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+0%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+0%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+0%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				+0%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				+0%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+0%		+17%		-4%		+34%		+6%
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17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				213		169		+44		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				69		54		+15		+28%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+29%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				167		137		+31		+23%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				61		51		+10		+20%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				208		288		▲79		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				212		196		+16		+8%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲16%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(54)		(16)		▲38		+236%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				60		87		▲27		▲31%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.8		28.8		-7.9		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-16%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.4)		(1.6)		-3.8		+236%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				21.2		19.6		+1.6		+8%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				6.0		8.7		-2.7		-31%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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・ 為替影響 : +  3億円（前年比、米ドルは2%円安、ユーロは10%円安）
・ 増収影響 : ＋46億円
・ 採算性向上 : ＋34億円（利益率の高い製品の増加、セグメントミックスの改善等）
・ 費用増 : ▲20億円（人件費・売上関係費等の増加）

営業利益増減要因

（億円）

為
替
影
響
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「計測・医用・産業で、第1四半期の過去最高業績を更新」
計測機器： 増収増益 ■重点機種が成長、PCR関連事業もコロナ影響で需要継続
医用機器： 増収増益 ■国内医療機関の設備導入があり増収
産業機器： 増収増益 ■ターボ分子ポンプが好調に推移。油圧機器・ガラスワインダー等も市況回復で増加
航空機器： 減収減益 ■前年同期の防衛大口案件の反動に加えて、民間航空機向けの減少が継続

セグメント別損益

＊セグメントごとの業績をより適切に管理するため、当第1四半期から管理部門費をより合理的な配賦方法に変更している。前年比較については、前年の数値を新配賦方法に基づき組替えている。

前年比
増減額 増減率 増減額 増減率 増減

計測機器 613 477 +137 +29% 110 53 +57 +108% 17.9% 11.1% +6.8pt

医用機器 145 131 +14 +11% 9 2 +7 +367% 6.1% 1.5% +4.6pt

産業機器 130 104 +26 +25% 14 8 +6 +79% 10.6% 7.4% +3.2pt

航空機器 41 82 ▲40 ▲49% ▲ 4 1 ▲5 ━ -8.7% 1.6% ▲10.3pt

その他 14 9 +5 +61% ▲ 0 2 ▲2 ━ -1.8% 15.4% ▲17.2pt

調整額 ▲ 4 ▲ 5 +1 ━

合計 943 802 +141 +18% 124 61 +63 +104% 13.2% 7.6% +5.6pt

━

単位: 億円

━

FY2021 FY2020 FY2021 FY2020 FY2021 FY2020

売上高 営業利益 営業利益率
前年比 前年比


事業セグメント構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ		2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク		65%		59%		61%

		医用 イヨウ		15%		16%		17%

		産業 サンギョウ		14%		13%		12%

		航空 コウクウ		4%		10%		8%

		その他 タ		1%		1%		2%



		計測 ケイソク		61,305		47,653		49,661

		医用 イヨウ		14,487		13,106		13,385

		産業 サンギョウ		12,960		10,368		9,320

		航空 コウクウ		4,141		8,175		6,558

		その他 タ		1,403		872		1,850

		TTL		94,298		80,176		80,776



















計測機器構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ				2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク				65%		59%		61%

				LC		19%		17%		18%

				MS		11%		11%		12%

				GC		6%		6%		6%

				PCR関連 カンレン		3%		0%		0%



		計測 ケイソク				61,305		47,653		49,661

		LC				17,492		13,776		14,491

		MS				10,790		8,877		9,294

		GC				5,970		4,900		4,968

		PCR				3,100		400		0

		TTL				94,298		80,176		80,776



















計測機器BUの主な増加

		1Q売上高増加 ウリアゲ ダカ ゾウカ				増加額（億円） ゾウカガク オクエン		増加率 ゾウカリツ

		計測Total ケイソク				137		29%

		BU
等 トウ		LC-BU		37		27%

				感染症関連 カンセンショウ カンレン		26		650%

				MS-BU		19		22%

				GC・TA-BU		11		22%

				環境-BU カンキョウ		6		22%

				独自品 ドクジヒン		15		44%

				非事業 ヒジギョウ		10		74%

































計測機器_地域別・重点機種売上高

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		216		35%		171		36%		169		34%		193		37%

				北米 ホクベイ		73		12%		54		11%		58		12%		55		11%

				欧州 オウシュウ		63		10%		49		10%		54		11%		56		11%

				中国 チュウゴク		169		28%		137		29%		124		25%		134		26%

				その他のアジア		65		11%		51		11%		67		13%		56		11%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		重点機種Total ジュウテンキシュ		343		56%		276		58%		288		58%		274		53%

				LC		175		29%		138		29%		145		29%		140		27%

				MS		108		18%		89		19%		93		19%		80		16%

				GC		60		10%		49		10%		50		10%		54		10%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













医用機器_地域別・X線撮影装置

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		82		57%		67		51%		81		60%		76		54%

				北米 ホクベイ		20		14%		20		15%		17		13%		23		16%

				欧州 オウシュウ		7		5%		8		6%		7		5%		10		7%

				中国 チュウゴク		10		7%		13		10%		8		6%		11		8%

				その他のアジア		12		8%		10		8%		10		7%		11		8%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		X線Total セン		102		70%		100		76%		97		72%		107		75%

				XTV		33		23%		30		23%		30		22%		35		25%

				CVS		9		6%		11		8%		19		14%		17		12%

				撮影 サツエイ		60		41%		59		45%		48		36%		55		39%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













産業機器_TMP

		（億円） オクエン				2020.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

		TMP				37		34		45		55		171

						2021.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						54		46		48		60		208

						2022.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						63		未 ミ
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				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ
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				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ
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1_損益計算書_p.4

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										fy2021 1Q																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																単位：億円		1Q：4-6月 ガツ				前年比 ゼン ネン ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲンガク		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		━								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均為替レート：米ドル（円） カワセ		109.53		107.67		+1.86		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  　　　ユーロ（円）		132.00		118.50		+13.50		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+2										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																Units: Billions of yen		Q1：Apr-Jun				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio																FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.2										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 15								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		36		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.5								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.6		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減_p.5

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別_p.6

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネン ヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン																増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測機器 ケイソク キキ		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt

				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用機器 イヨウ キキ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+7		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt

				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業機器 サンギョウ キキ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt

				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空機器 コウクウ キキ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		━				-8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt

				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		━				-1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク		━												▲ 4		▲ 2		▲ 5		+1		━				━										調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.4		-0.5		-0.5		+0.1		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+19%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+29%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+23%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	



9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%						Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空（新）

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		防衛 ボウエイ		10		11				50				72		32		342%		17%		342%		44%

		民航 タミ コウ		50		44				15				10		9		-66%		-12%		-66%		-33%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				5.0				7.2

		Defense		5.0		4.4				1.5				1.0

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_2022.3期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																		目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																		通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		通期 ツウキ						前期比 ゼンキ ヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021
新予想 シン ヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		━		+0.3pt								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.00		105.00		106.11		▲ 0.11		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.00		120.00		123.75		▲ 0.75		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

												増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測機器 ケイソク キキ		2,640		2,550		2,486		+155		+6%		+90				460		430		425		+35		+8%		+30				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt

				医用機器 イヨウ キキ		670		670		669		+1		+0%		+0				40		40		44		▲ 4		▲8%		+0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt

				産業機器 サンギョウ キキ		515		505		451		+64		+14%						50		50		41		+9		+21%						9.7%		9.9%		9.1%		+0.6pt

				航空機器 コウクウ キキ		230		230		286		▲ 56		▲19%		+0				2		2		1		+1		+199%		+0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt

				その他 タ		45		45		44		+1		+2%		+0				7		7		10		▲ 3		▲29%		+0				11.1%		11.1%		16.2%		▲5.1pt

				調整額 チョウセイ ガク		━														▲ 29		▲ 29		▲ 23		▲ 6		━		+0				━

				合計 ゴウケイ		4,100		4,000		3,935		+165		+4%		+100				530		500		497		+33		+7%		+30				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		255.0		248.6		+15.5		+6%		+9.0				46.0		43.0		42.5		+3.5		+8%		+3.0				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt



				MED		67.0		67.0		66.9		+0.1		+0%		+0.0				4.0		4.0		4.4		-0.4		▲8%		+0.0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt



				IM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				AE		23.0		23.0		28.6		-5.6		-19%		+0.0				0.2		0.2		0.1		+0.1		+199%		+0.0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt



				Other		4.5		4.5		4.4		+0.1		+2%		+0.0				0.7		0.7		1.0		-0.3		-29%		+0.0				14.0%		15.6%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																-2.9		-2.9		-2.3		-0.6				+0.0

				Total		410.0		400.0		393.5		+16.5		+4%		+10.0				53.0		50.0		49.7		+3.3		+7%		+3.0				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		825		793		+123		+15%		+90				209		179		180		+29		+16%		+30				22.8%		21.7%		22.7%		+0.2pt



				医用 イヨウ		167		167		178		▲ 11		▲6%		+0				27		27		34		▲ 7		▲21%		+0				16.2%		16.2%		19.3%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		17		17		92		▲ 75		▲81%		+0				(2)		(2)		3		▲ 6		▲166%		+0				-12.7%		-12.7%		3.6%		▲16.3pt



				その他 タ		(3)		(3)		(20)		+17		▲84%		+0				(1)		(1)		3		▲ 4		▲150%		+0				-72.9%		-72.9%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲11		▲11		▲6		▲ 4				+0

				合計 ゴウケイ		1,309		1,209		1,153		+156		+14%		+100				250		220		222		+29		+13%		+30				19.1%		18.2%		19.2%		▲0.1pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280		+160		+7%		▲125				410		415		335		+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620		+35		+6%		▲55				33		27		24		+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425		+15		+4%		▲10				40		37		37		+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285		▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6		▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40		+0		+0%		▲35				5		13		5		+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 30		▲ 31		▲ 27		▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650		+200		+5%		▲250				460		470		380		+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098		+42		+4%		▲1425				173		415		172		+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306		+9		+3%		▲395				13		27		11		+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205		+40		+19%		▲205				23		37		17		+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160		▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4		▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19		+0		+1%		▲56				2		13		2		+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 11		▲ 31		▲ 9		▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788		+27		+2%		▲2285				194		470		196		▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,388		+112		+8%		▲1065				287		2,565		253		+34		+13%		▲2278				19.1%		100.0%		18.2%		+0.9pt



				医用 イヨウ		355		710		363		▲ 8		▲2%		▲355				27		710		33		▲ 6		▲17%		▲683				7.6%		100.0%		9.0%		▲1.4pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100.0%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		135		300		126		+9		+7%		▲165				7		300		▲3		+10		▲305%		▲293				5.2%		100.0%		-2.7%		+7.9pt



				その他 タ		26		75		25		+1		+3%		▲49				5		75		8		▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 14		▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,147		+138		+6%		▲1815				336		4,100		301		+35		+12%		▲3764				14.7%		100.0%		14.0%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		761		+111		+15%		▲1693				176		415		174		+2		+1%		▲239				20.2%		16.2%		22.8%		▲2.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166		+32		+19%		▲2367				20		415		31		▲ 11		▲35%		▲395				10.1%		16.2%		18.6%		▲8.5pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		73		+2		+3%		▲2490				▲2		415		▲4		+2		▲53%		▲417				-2.2%		16.2%		-4.8%		+2.6pt



				その他 タ		16		2,565		(4)		+20		▲482%		▲2549				1		415		2		▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲5		▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,144		+168		+15%		▲1253				203		415		218		▲ 15		▲7%		▲212				15.5%		16.2%		19.0%		▲3.6pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637		+77		+37%		▲1693				176		415		152		+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169		+23		+17%		▲2367				20		415		20		▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		122		▲ 4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		▲ 2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		63		▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1		▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14		▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0		+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲11		▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005		+85		+31%		▲1253				203		415		186		+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825		+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739		+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749		+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970		▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002		+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287		+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265		+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017		+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141		+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43		▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376		▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756		+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721		+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035		+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182		+160		+14%		▲1223				238		415		163		+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314		+35		+11%		▲2216				22		415		13		+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220		+15		+7%		▲2330				23		415		20		+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125		▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2		▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21		+0		+0%		▲2544				3		415		3		+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲21		415		(18)		▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862		+200		+11%		▲503				264		415		184		+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545		▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61		+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145		+6		+4%		▲2414				2		415		1		+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		98		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		6.4%		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		40		2,565		62		▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1		▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8		▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5		▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																(7)		415		(9)		+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858		▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66		▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874		▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1		+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)		+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17		+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7		+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																61		415		61		+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業
セグメント ジギョウ		分野 ブンヤ		見通し ミトオ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

										プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測
機器 ケイソク キキ		ヘルスケア		◎		■変異株拡大によるPCR検査試薬キットや
　全自動PCR検査装置の増加の継続
■製薬、受託分析、食品安全の分野などでの投資
　の継続 ヘンイカブ カクダイ ゾウカ ケイゾク セイヤク ジュタク ブンセキ ショクヒン アンゼン ブンヤ トウシカクダイ		━								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン

						官庁・大学 ダイガク		○		■ラボの稼働率回復、補正予算（日本）による
　投資増
■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 カドウリツ カイフク ホセイヨサン ニホン トウシ ゾウジンソクケンサジュウショウカヨボウケンキュウヨウ		━										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ		○		■自動車・化学分野で設備投資の回復
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		━										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用
機器 イヨウ キキ		公立病院 コウリツ ビョウイン		○		■補正予算（国内）による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ホセイ ヨサン コクナイ ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ ドウニュウ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン		▲		■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ドウニュウ		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業
機器 サンギョウ キキ		半導体 ハンドウタイ		◎		■データセンターや５G向け需要の拡大が継続 ム ジュヨウ カクダイ ケイゾク		━								産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ		〇		■産業車両・小型建機の需要回復の継続 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイゾク		━										油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ		〇		■設備投資増による回復 セツビ トウシ ゾウ カイフク		━

				航空
機器 コウクウ キキ		民間航空機 ミンカン コウクウキ		×		━		■民間航空機の厳しい状況が継続 ミンカン コウクウキ キビ ジョウキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

												　

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+0%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+0%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+0%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+0%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+0%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+0%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+0%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+0%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+0%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+0%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				+0%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				+0%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+0%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+0%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+0%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				+0%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				+0%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+0%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				213		169		+44		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				69		54		+15		+28%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+29%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				167		137		+31		+23%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				61		51		+10		+20%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				208		288		▲79		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				212		196		+16		+8%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲16%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(54)		(16)		▲38		+236%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				60		87		▲27		▲31%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.8		28.8		-7.9		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-16%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.4)		(1.6)		-3.8		+236%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				21.2		19.6		+1.6		+8%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				6.0		8.7		-2.7		-31%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%
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6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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288 276
343

209 201

271

497 477

613

FY2019 FY2020 FY2021

613
(+29%)

計測機器/機種別売上高

計測機器製品

そ
の
他

重
点
機
種

新型コロナウイルス
変異株（L452R）

検出試薬キット

液体クロマトグラフ
i-Series 

水質分析計
TOC-1000e

＊実質増減率
為替影響と収益認識基準の影響を除外したもの。

・重点機種 : 343億円(前年比+67億円、+24％)
LCは医薬等、MSは医薬・臨床・大学向け等で好調に推移

・その他 : 271億円(前年比+70億円、+35％)
新型コロナウイルス検出試薬キット・全自動PCR検査装置等が増加

・アフターマーケット(AM) : 233億円(前年比+63億円、37％) / AM比率：38％(前年比 ＋2pt）

液体クロマトグラフ
質量分析計

LCMS-8060NX 

全自動PCR検査装置
AutoAmp

そ
の
他

重
点
機
種

ガスクロマトグラフ
GC-2030

（%表記は前年比増減）

(▲4%) (▲4%)

(▲14%) (▲4%)

(+35%)

(+5%) (▲4%)
(+24%)

材料試験機
オートグラフAGX-V

計測機器 1Q売上高 推移（億円）

液体クロマトグラフ
Nexeraシリーズ


グラフ2





FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	



事業セグメント構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ		2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク		65%		59%		61%

		医用 イヨウ		15%		16%		17%

		産業 サンギョウ		14%		13%		12%

		航空 コウクウ		4%		10%		8%

		その他 タ		1%		1%		2%



		計測 ケイソク		61,305		47,653		49,661

		医用 イヨウ		14,487		13,106		13,385

		産業 サンギョウ		12,960		10,368		9,320

		航空 コウクウ		4,141		8,175		6,558

		その他 タ		1,403		872		1,850

		TTL		94,298		80,176		80,776



















計測機器構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ				2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク				65%		59%		61%

				LC		19%		17%		18%

				MS		11%		11%		12%

				GC		6%		6%		6%

				PCR関連 カンレン		3%		0%		0%



		計測 ケイソク				61,305		47,653		49,661

		LC				17,492		13,776		14,491

		MS				10,790		8,877		9,294

		GC				5,970		4,900		4,968

		PCR				3,100		400		0

		TTL				94,298		80,176		80,776



















計測機器BUの主な増加

		1Q売上高増加 ウリアゲ ダカ ゾウカ				増加額（億円） ゾウカガク オクエン		増加率 ゾウカリツ

		計測Total ケイソク				137		29%

		BU
等 トウ		LC-BU		37		27%

				感染症関連 カンセンショウ カンレン		26		650%

				MS-BU		19		22%

				GC・TA-BU		11		22%

				環境-BU カンキョウ		6		22%

				独自品 ドクジヒン		15		44%

				非事業 ヒジギョウ		10		74%

































計測機器_地域別・重点機種売上高

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		216		35%		171		36%		169		34%		193		37%

				北米 ホクベイ		73		12%		54		11%		58		12%		55		11%

				欧州 オウシュウ		63		10%		49		10%		54		11%		56		11%

				中国 チュウゴク		169		28%		137		29%		124		25%		134		26%

				その他のアジア		65		11%		51		11%		67		13%		56		11%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		重点機種Total ジュウテンキシュ		343		56%		276		58%		288		58%		274		53%

				LC		175		29%		138		29%		145		29%		140		27%

				MS		108		18%		89		19%		93		19%		80		16%

				GC		60		10%		49		10%		50		10%		54		10%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













医用機器_地域別・X線撮影装置

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		82		57%		67		51%		81		60%		76		54%

				北米 ホクベイ		20		14%		20		15%		17		13%		23		16%

				欧州 オウシュウ		7		5%		8		6%		7		5%		10		7%

				中国 チュウゴク		10		7%		13		10%		8		6%		11		8%

				その他のアジア		12		8%		10		8%		10		7%		11		8%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		X線Total セン		102		70%		100		76%		97		72%		107		75%

				XTV		33		23%		30		23%		30		22%		35		25%

				CVS		9		6%		11		8%		19		14%		17		12%

				撮影 サツエイ		60		41%		59		45%		48		36%		55		39%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













産業機器_TMP

		（億円） オクエン				2020.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

		TMP				37		34		45		55		171

						2021.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						54		46		48		60		208

						2022.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						63		未 ミ





目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書_p.4

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										fy2021 1Q																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																単位：億円		1Q：4-6月 ガツ				前年比 ゼン ネン ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲンガク		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		━								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均為替レート：米ドル（円） カワセ		109.53		107.67		+1.86		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  　　　ユーロ（円）		132.00		118.50		+13.50		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+2										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																Units: Billions of yen		Q1：Apr-Jun				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio																FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.2										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 15								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		36		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.5								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.6		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減_p.5

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別_p.6

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネン ヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン																増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測機器 ケイソク キキ		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt

				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用機器 イヨウ キキ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+7		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt

				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業機器 サンギョウ キキ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt

				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空機器 コウクウ キキ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		━				-8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt

				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		━				-1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク		━												▲ 4		▲ 2		▲ 5		+1		━				━										調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.4		-0.5		-0.5		+0.1		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+19%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+29%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+23%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	



9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%						Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空（新）

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		防衛 ボウエイ		10		11				50				72		32		342%		17%		342%		44%

		民航 タミ コウ		50		44				15				10		9		-66%		-12%		-66%		-33%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				5.0				7.2

		Defense		5.0		4.4				1.5				1.0

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_2022.3期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																		目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																		通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		通期 ツウキ						前期比 ゼンキ ヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021
新予想 シン ヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		━		+0.3pt								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.00		105.00		106.11		▲ 0.11		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.00		120.00		123.75		▲ 0.75		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

												増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測機器 ケイソク キキ		2,640		2,550		2,486		+155		+6%		+90				460		430		425		+35		+8%		+30				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt

				医用機器 イヨウ キキ		670		670		669		+1		+0%		+0				40		40		44		▲ 4		▲8%		+0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt

				産業機器 サンギョウ キキ		515		505		451		+64		+14%						50		50		41		+9		+21%						9.7%		9.9%		9.1%		+0.6pt

				航空機器 コウクウ キキ		230		230		286		▲ 56		▲19%		+0				2		2		1		+1		+199%		+0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt

				その他 タ		45		45		44		+1		+2%		+0				7		7		10		▲ 3		▲29%		+0				11.1%		11.1%		16.2%		▲5.1pt

				調整額 チョウセイ ガク		━														▲ 29		▲ 29		▲ 23		▲ 6		━		+0				━

				合計 ゴウケイ		4,100		4,000		3,935		+165		+4%		+100				530		500		497		+33		+7%		+30				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		255.0		248.6		+15.5		+6%		+9.0				46.0		43.0		42.5		+3.5		+8%		+3.0				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt



				MED		67.0		67.0		66.9		+0.1		+0%		+0.0				4.0		4.0		4.4		-0.4		▲8%		+0.0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt



				IM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				AE		23.0		23.0		28.6		-5.6		-19%		+0.0				0.2		0.2		0.1		+0.1		+199%		+0.0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt



				Other		4.5		4.5		4.4		+0.1		+2%		+0.0				0.7		0.7		1.0		-0.3		-29%		+0.0				14.0%		15.6%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																-2.9		-2.9		-2.3		-0.6				+0.0

				Total		410.0		400.0		393.5		+16.5		+4%		+10.0				53.0		50.0		49.7		+3.3		+7%		+3.0				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		825		793		+123		+15%		+90				209		179		180		+29		+16%		+30				22.8%		21.7%		22.7%		+0.2pt



				医用 イヨウ		167		167		178		▲ 11		▲6%		+0				27		27		34		▲ 7		▲21%		+0				16.2%		16.2%		19.3%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		17		17		92		▲ 75		▲81%		+0				(2)		(2)		3		▲ 6		▲166%		+0				-12.7%		-12.7%		3.6%		▲16.3pt



				その他 タ		(3)		(3)		(20)		+17		▲84%		+0				(1)		(1)		3		▲ 4		▲150%		+0				-72.9%		-72.9%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲11		▲11		▲6		▲ 4				+0

				合計 ゴウケイ		1,309		1,209		1,153		+156		+14%		+100				250		220		222		+29		+13%		+30				19.1%		18.2%		19.2%		▲0.1pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280		+160		+7%		▲125				410		415		335		+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620		+35		+6%		▲55				33		27		24		+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425		+15		+4%		▲10				40		37		37		+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285		▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6		▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40		+0		+0%		▲35				5		13		5		+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 30		▲ 31		▲ 27		▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650		+200		+5%		▲250				460		470		380		+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098		+42		+4%		▲1425				173		415		172		+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306		+9		+3%		▲395				13		27		11		+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205		+40		+19%		▲205				23		37		17		+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160		▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4		▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19		+0		+1%		▲56				2		13		2		+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 11		▲ 31		▲ 9		▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788		+27		+2%		▲2285				194		470		196		▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,388		+112		+8%		▲1065				287		2,565		253		+34		+13%		▲2278				19.1%		100.0%		18.2%		+0.9pt



				医用 イヨウ		355		710		363		▲ 8		▲2%		▲355				27		710		33		▲ 6		▲17%		▲683				7.6%		100.0%		9.0%		▲1.4pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100.0%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		135		300		126		+9		+7%		▲165				7		300		▲3		+10		▲305%		▲293				5.2%		100.0%		-2.7%		+7.9pt



				その他 タ		26		75		25		+1		+3%		▲49				5		75		8		▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 14		▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,147		+138		+6%		▲1815				336		4,100		301		+35		+12%		▲3764				14.7%		100.0%		14.0%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		761		+111		+15%		▲1693				176		415		174		+2		+1%		▲239				20.2%		16.2%		22.8%		▲2.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166		+32		+19%		▲2367				20		415		31		▲ 11		▲35%		▲395				10.1%		16.2%		18.6%		▲8.5pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		73		+2		+3%		▲2490				▲2		415		▲4		+2		▲53%		▲417				-2.2%		16.2%		-4.8%		+2.6pt



				その他 タ		16		2,565		(4)		+20		▲482%		▲2549				1		415		2		▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲5		▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,144		+168		+15%		▲1253				203		415		218		▲ 15		▲7%		▲212				15.5%		16.2%		19.0%		▲3.6pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637		+77		+37%		▲1693				176		415		152		+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169		+23		+17%		▲2367				20		415		20		▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		122		▲ 4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		▲ 2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		63		▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1		▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14		▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0		+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲11		▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005		+85		+31%		▲1253				203		415		186		+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825		+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739		+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749		+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970		▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002		+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287		+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265		+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017		+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141		+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43		▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376		▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756		+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721		+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035		+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182		+160		+14%		▲1223				238		415		163		+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314		+35		+11%		▲2216				22		415		13		+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220		+15		+7%		▲2330				23		415		20		+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125		▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2		▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21		+0		+0%		▲2544				3		415		3		+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲21		415		(18)		▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862		+200		+11%		▲503				264		415		184		+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545		▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61		+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145		+6		+4%		▲2414				2		415		1		+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		98		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		6.4%		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		40		2,565		62		▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1		▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8		▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5		▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																(7)		415		(9)		+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858		▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66		▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874		▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1		+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)		+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17		+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7		+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																61		415		61		+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業
セグメント ジギョウ		分野 ブンヤ		見通し ミトオ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

										プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測
機器 ケイソク キキ		ヘルスケア		◎		■変異株拡大によるPCR検査試薬キットや
　全自動PCR検査装置の増加の継続
■製薬、受託分析、食品安全の分野などでの投資
　の継続 ヘンイカブ カクダイ ゾウカ ケイゾク セイヤク ジュタク ブンセキ ショクヒン アンゼン ブンヤ トウシカクダイ		━								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン

						官庁・大学 ダイガク		○		■ラボの稼働率回復、補正予算（日本）による
　投資増
■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 カドウリツ カイフク ホセイヨサン ニホン トウシ ゾウジンソクケンサジュウショウカヨボウケンキュウヨウ		━										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ		○		■自動車・化学分野で設備投資の回復
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		━										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用
機器 イヨウ キキ		公立病院 コウリツ ビョウイン		○		■補正予算（国内）による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ホセイ ヨサン コクナイ ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ ドウニュウ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン		▲		■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ドウニュウ		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業
機器 サンギョウ キキ		半導体 ハンドウタイ		◎		■データセンターや５G向け需要の拡大が継続 ム ジュヨウ カクダイ ケイゾク		━								産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ		〇		■産業車両・小型建機の需要回復の継続 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイゾク		━										油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ		〇		■設備投資増による回復 セツビ トウシ ゾウ カイフク		━

				航空
機器 コウクウ キキ		民間航空機 ミンカン コウクウキ		×		━		■民間航空機の厳しい状況が継続 ミンカン コウクウキ キビ ジョウキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

												　

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+0%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+0%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+0%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+0%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+0%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+0%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+0%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+0%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+0%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+0%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				+0%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				+0%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+0%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+0%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+0%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				+0%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				+0%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+0%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				213		169		+44		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				69		54		+15		+28%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+29%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				167		137		+31		+23%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				61		51		+10		+20%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				208		288		▲79		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				212		196		+16		+8%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲16%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(54)		(16)		▲38		+236%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				60		87		▲27		▲31%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.8		28.8		-7.9		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-16%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.4)		(1.6)		-3.8		+236%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				21.2		19.6		+1.6		+8%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				6.0		8.7		-2.7		-31%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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「好調な海外が牽引し業績拡大」
・日本 ：前年比+26% 新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が牽引
・海外 ：前年比+30% 北米・欧州・中国・その他のアジアの海外主要地域で大幅に増加、医薬分野、食品分野、

官公庁・大学等での需要回復
・海外売上高比率： 65% (前年比 +1pt)

計測機器/地域別売上高

単位：億円 FY2021 FY2020 増減額 増減率 概　　　況

日本 216 171 +45 +26% ・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置の増加が継続

海外 397 306 +92 +30% ・北米、欧州、中国、その他のアジアの海外主要地域で大幅に増加

北米 73 54 +19 +35% ・医薬品分野での設備投資の回復、官公庁・大学で予算執行が進む
・LC・MSを中心に増加

欧州 63 49 +14 +28% ・食品、受託分析分野の回復や、大学向けが増加
・LC・MS・GCを中心に増加

中国 169 137 +33 +24% ・規制が強化された食品安全分野、医薬品検査の受託分析を中心に幅広い分野で増加
・LC・MSが牽引、GC等も増加

その他の
アジア

65 51 +14 +27% ・東南アジアでの官公庁向けや南アジアでの医薬向けにLC・GC等が増加
・インドでは新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けたものの増収を確保


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ

				15		特殊要因を除くFY2021目標グラフ トクシュ ヨウイン ノゾ モクヒョウ		作成済 サクセイ スミ

				16		配当 ハイトウ		作成済 サクセイ スミ
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1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802		808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%		40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244		279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%		34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786		808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61		45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%		5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51		45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62		45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34		46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26		34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38		33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2		80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1		4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%		5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1		4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2		4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2		3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4		4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6		3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986		1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974		1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136		134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132		134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%		12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133		142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98		98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34		64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38		33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6		105.7		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6		13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%		12.7%		+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3		14.2		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8		9.8		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4		6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9



										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー





										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2

										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+23										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.3										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		39		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		3.9		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+418		▲10		+32		+6		+39		+12		+497						下端値 カ タン チ		+41.8		-1.0		+3.2		+0.6		+3.9		+49.7						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		22		28		67				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								▲5		+41		+24		+6		▲3





























																																										２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		477		463		497		▲20		▲4%				54		45		49		+5		+10%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt				計測 ケイソク		463		497		▲33		▲7%		▲2%				45		49		▲4		▲9%								9.6%		9.9%		▲0.2pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		131		130		134		▲3		▲2%				0		▲ 1		▲ 5		+5		-				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt				医用 イヨウ		130		134		▲4		▲3%		▲1%				▲ 1		▲ 5		+5		-								-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		104		103		93		+10		+11%				10		10		4		+6		+148%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt				産業 サンギョウ		102		93		+9		+10%		+13%				10		4		+6		+143%								9.4%		4.3%		+5.2pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		82		82		66		+16		+25%				▲ 0		▲1		▲ 1		+1		-				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt				航空 コウクウ		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 1		▲ 1		+1		-								-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		9		8		19		▲10		▲53%				2		2		3		▲1		▲42%				15.2%		15.2%		15.3%		▲0.1pt				その他 タ		8		19		▲11		▲57%		▲53%				2		3		▲1		▲42%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		▲ 5		+0		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+1		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		802		786		808		▲6		▲1%				61		51		45		+16		+36%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt				合計 ゴウケイ		786		808		▲22		▲3%		+1%				51		45		+6		+13%								6.4%		5.5%		+0.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		47.7		46.3		49.7		-2.0		-4%				5.4		4.5		4.9		+0.5		+10%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt				AMI		46.3		49.7		-3.3		-7%		-1597%				4.5		4.9		-0.4		-9%				-1244%				9.6%		9.9%		-0.2pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		13.1		13.0		13.4		-0.3		-2%				0.0		-0.1		-0.5		+0.5		—				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt				MED		13.0		13.4		-0.4		-3%		-3430%				-0.1		-0.5		+0.5		-88%				-213%				-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		10.4		10.3		9.3		+1.0		+11%				1.0		1.0		0.4		+0.6		+148%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt				IE		10.2		9.3		+0.9		+10%		+923%				1.0		0.4		+0.6		+143%				-30%				9.4%		4.3%		+5.2pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		8.2		8.2		6.6		+1.6		+25%				-0.0		-0.1		-0.1		+0.1		—				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt				AE		8.2		6.6		+1.6		+25%		+306%				-0.1		-0.1		+0.1		-65%				▲253%				-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		1.9		-1.0		-53%				0.2		0.2		0.3		-0.1		-42%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		0.8		1.9		-1.1		-57%		-275%				0.2		0.3		-0.1		-42%				-337%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—														Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-10%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		80.2		78.6		80.8		-0.6		-1%				6.1		5.1		4.5		+1.6		+36%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt				Total		78.6		80.8		-2.2		-3%		-3753%				5.1		4.5		+0.6		+13%				+655%				6.4%		5.5%		+0.9pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		621		611		638		▲17		▲3%				118		113		107		+11		+10%				19.0%		18.5%		16.8%		+2.2pt				計測 ケイソク		671		614		+56		+9%		+10%				111		107		+4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		▲0.8pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		175		174		215		▲40		▲19%				11		10		19		▲9		▲44%				6.1%		5.8%		8.9%		▲2.8pt				医用 イヨウ		219		193		+26		+14%		+18%				15		12		+3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		101.41		100.46		101.52		▲0		▲0%				7.26		6.81		7.26		+0		+0%				7.1%		6.8%		7.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		92		135		▲42		▲31%		▲5%				2		18		▲17		▲91%				▲24%				1.7%		13.5%		▲11.7pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		78		78		86		▲8		▲9%				4		5		4		+0		+1%				5.7%		5.9%		5.1%		+0.6pt				航空 コウクウ		70		59		+11		+19%		+26%				4		▲ 1		+4		▲507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		10		12		17		▲7		▲40%				▲ 0		▲0		3		▲3		-				▲1.6%		-2.1%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		27		21		+7		+33%		+33%				4		▲ 1		+5		▲402%				▲402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲3		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		986		970		1,057		▲71		▲7%				136		132		134		+1		+1%				13.7%		13.6%		12.7%		+1.1pt				合計 ゴウケイ		(786)		1,021		▲1806		▲177%		+11%				128		130		▲2		▲1%				+22%				-16.3%		12.7%		▲29.0pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		62.1				63.8		-1.7		-3%				11.8				10.7		+1.1		+10%				19.0%				16.8%		+2.2pt				AMI		67.1		61.4		+5.6		+9%		+10%				11.1		10.7		+0.4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		-0.8pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		17.5				21.5		-4.0		-19%				1.1				1.9		-0.9		-44%				6.1%				8.9%		-2.8pt				MED		21.9		19.3		+2.6		+14%		+18%				1.5		1.2		+0.3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		10.1				10.2		-0.0		-0%				0.7				0.7		+0.0		0%				7.2%				7.2%		+0.0pt				IE		9.2		13.5		-4.2		-31%		-5%				0.2		1.8		-1.7		-91%				-24%				1.7%		13.5%		-11.7pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		7.8				8.6		-0.8		▲9%				0.4				0.4		+0.0		+1%				5.7%				5.1%		+0.6pt				AE		7.0		5.9		+1.1		+19%		+26%				0.4		-0.1		+0.4		-507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		1.0				1.7		-0.7		-40%				-0.0				0.3		-0.3		-109%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.7		2.1		+0.7		+33%		+33%				0.4		-0.1		+0.5		-402%				-402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		98.6				105.7		-7.1		-7%				13.6				13.4		+0.1		+1%				13.7%				12.7%		+1.1pt				Total		-78.6		102.1		-180.6		-177%		+11%				12.8		13.0		-0.2		-1%				+22%				-16.3%		12.7%		-29.0pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78



						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!

				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt



						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt



																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt

				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		451				430		+21		+4.8%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.1				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt





				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		128				128		+0		+0%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.0pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.8				12.8		+0.0		+0%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.0pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt



				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		451				440		+11		+2%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		128				117		+11		+9%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.7pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt

				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		246				236		+10		+4%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.6				23.6		+1.0		+4%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt

				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		451				440		+11		+2%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt

				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		128				117		+11		+9%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt

																																														0



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2020＊

						重点機種 ジュウテン キシュ		1,237		1,275		1,266		1,356		611		(655)		(+3%)		(▲1%)		(+7%)		(▲52%)		3%		-1%		7%

						その他 タ		1,079		1,139		1,096		1,130		463		(633)		(+6%)		(▲4%)		(+3%)		(▲58%)		6%		-4%		3%

						合計 ゴウケイ		2,316		2,414		2,362		2,486		1,074		(1288)		(+4%)		(▲2%)		(+5%)		(▲55%)		4%		-2%		5%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				127.5		126.6		135.6		61.1

						Others				113.9		109.6		113.0		46.3

						Total				241.4		236.2		248.6		107.4









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				127.5		126.6		135.6		61.1		107.1%				-0.7%		7.1%		-1%

						Other				113.9		109.6		113.0		46.3		103.1%				-3.7%		3.1%		-4%

						Total				241.4		236.2		248.6		107.4		105.2%				-2.1%		5.2%		-2%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				12.8		12.7		13.6		6.1

						Others				11.4		11.0		11.3		4.6

						Total				24.1		23.6		24.9		10.7



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2018	FY2019	FY2020	1275.06	1265.98	1355.71	

FY2018	FY2019	FY2020	1138.8899999999999	1096.1999999999998	1129.79	

FY2018	FY2019	FY2020	2413.9499999999998	2362.1799999999998	2485.5	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ		概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本		171		169		+2		+1%		▲11%		・新型コロナウイルス検出試薬キットは、感染症対策に貢献
・産業向け、大学向けなどが減少し、実質減収 カンセンショウ タイサク コウケン サンギョウ ム ダイガク ム ジッシツ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ		306		328		▲22		▲7%		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						中国		137		124		+12		+10%		+12%		・医薬品など民需を中心に重点機種が拡大 イヤクヒン ジュウテン キシュ カクダイ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						北米		54		58		▲4		▲7%		▲4%		・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						欧州		49		54		▲5		▲9%		▲5%		・西ヨーロッパはロックダウンが影響し減収
・ロシアでは医薬品、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ゲンシュウ イヤクヒン ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ		51		67		▲16		▲24%		▲25%		・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual		Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ		概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本		250		288		▲38		▲13%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国		145		126		+19		+15%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米		69		63		+7		+11%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州		64		67		▲2		▲3%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ		70		71		▲1		▲1%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects		Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan		25.0		28.8		-3.8		-13%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America		6.9		6.3		+0.7		+11%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe		6.4		6.7		-0.2		-3%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China		14.5		12.6		+1.9		+15%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries		7.0		7.1		-0.1		-1%		ERROR:#REF!





				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ		概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本		421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!		・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ		677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!		・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国		281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!		・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米		123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!		・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州		113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!		・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ		121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!		・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects		Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan		42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!		・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories		12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!		・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe		11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!		・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America		12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!		・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China		28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!		・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth











				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ		概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本		235		212		+24		+11%		+0%		・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ		393		379		+14		+4%				・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国		161		145		+15		+11%		+16%		・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米		66		73		▲7		▲10%		+8%		・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州		71		66		+5		+8%		+4%		・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ		75		71		+4		+6%		+2%		・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects		Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan		23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America		16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries		6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China		7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe		7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%





				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ		概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本		656		668		▲12		▲2%		+4%		・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ		1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国		442		395		+47		+12%		▲2%		・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米		189		194		▲5		▲2%		+5%		・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州		185		186		▲2		▲1%		+7%		
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ		196		209		▲13		▲6%		+12%		・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ

				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ										単位：億円 タンイ オクエン		FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ		概　　　況 ガイ キョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本		216		171		+45		+26%		+26%		・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置の増加が継続 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ ゾウカ ケイゾク

																														海外 カイガイ		397		306		+92		+30%				・北米、欧州、中国、その他のアジアの海外主要地域で大幅に増加 ホクベイ オウシュウ チュウゴク タ カイガイ シュヨウ チイキ オオハバ ゾウカ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米		73		54		+19		+35%		+37%		・医薬品分野での設備投資の回復、官公庁・大学で予算執行が進む
・LC・MSを中心に増加 イヤクヒンブンヤ セツビトウシ カイフク カンコウチョウ ダイガク ヨサンシッコウ スス チュウシン ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州		63		49		+14		+28%		+34%		・食品、受託分析分野の回復や、大学向けが増加
・LC・MS・GCを中心に増加 ショクヒン ジュタク ブンセキ ブンヤ カイフク ダイガク ム ゾウカ チュウシン ゾウカ

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国		169		137		+33		+24%		+26%		・規制が強化された食品安全分野、医薬品検査の受託分析を中心に幅広い分野で増加
・LC・MSが牽引、GC等も増加 キセイ キョウカ ショクヒン アンゼン ブンヤ イヤク ヒン ケンサ ジュタク ブンセキ チュウシン ハバヒロ ブンヤ ゾウカ ケンイン トウ ゾウカ

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他の
アジア ホカ		65		51		+14		+27%		+29%		・東南アジアでの官公庁向けや南アジアでの医薬向けにLC・GC等が増加
・インドでは新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けたものの増収を確保 トウナン カンコウチョウ ム ミナミ イヤク ム トウ ゾウカ シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ ウ ゾウシュウ カクホ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects		Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan		21.6		17.1		+4.5		+26%		+26%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries		6.5		5.1		+1.4		+27%		+29%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America		7.3		5.4		+1.9		+35%		+37%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe		6.3		4.9		+1.4		+28%		+34%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China		16.9		13.7		+3.3		+24%		+26%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ		概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本		(440)		(498)		+57		▲11%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国		(273)		(259)		▲14		+5%				・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米		(116)		(140)		+23		▲17%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州		(122)		(137)		+16		▲12%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ		(132)		(158)		+26		▲17%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects		Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan		(44.0)		(49.8)		+5.7		-11%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America		(13.2)		(15.8)		+2.6		-17%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries		(11.6)		(14.0)		+2.3		-17%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China		(12.2)		(13.7)		+1.6		-12%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe		(27.3)		(25.9)		-1.4		+5%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ		概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本		(205)		(286)		+81		▲28%		▲28%

																														海外 カイガイ		(279)		(372)		+92		▲25%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国		(112)		(113)		+1		▲1%		+1%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米		(51)		(67)		+16		▲24%		▲22%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州		(50)		(71)		+21		▲29%		▲24%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ		(56)		(87)		+31		▲35%		▲33%
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6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界		前同比		概況		前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キットやPCR検査装置が貢献
・医薬の自国生産回帰がグローバルで進み、医薬向けが
　好調に推移
・中国の薬典改正需要が業績に貢献 シンガタ ケンサ シヤク ケンサ ソウチ コウケン イヤク ジコク セイサン カイキ スス イヤク ム コウチョウ スイイ チュウゴク クスリ テン カイセイ ジュヨウ ギョウセキ コウケン		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ







						産業関連 サンギョウ カンレン		▲4%		・中国は回復が継続
・鉄鋼、機械向けで減少
・特に自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク テッコウ キカイ ム ゲンショウ トク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ		▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		+7%		・日本では補正予算需要により、下期業績回復に貢献
・中国ではキャンパス再開により、大学向けが増加
・その他アジアはコロナ対策に予算が重点的に配分された
　ことなどにより、官公庁向けが減少 ニホン ホセイ ヨサン ジュヨウ シモキ ギョウセキ カイフク コウケン チュウゴク サイカイ ダイガク ム ゾウカ タ タイサク ヨサン ジュウテン テキ ハイブン カンコウチョウ ム ゲンショウ		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2020＊

				X線 セン		485		495		494		500		225		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(269)		2%		-0%		1%

				その他 タ		174		196		208		170		79		ERROR:#REF!				12.5%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(129)		12%		6%		-18%

				合計 ゴウケイ		659		691		702		669		304		ERROR:#REF!				4.8%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(398)		5%		2%		-5%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		48.5		49.5								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		17.4		19.6								ERROR:#REF!				12.5%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		65.9		69.1								ERROR:#REF!				4.8%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	1	X線	
FY2018	FY2019	FY2020	495.15	493.83	499.53	その他	
FY2018	FY2019	FY2020	195.69000000000005	207.95	169.5	合計	
FY2018	FY2019	FY2020	690.84	701.78	669.03	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ				53		66		▲13		▲20%		ERROR:#REF!												4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				94		59		+35		+59%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year

				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%





				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				300		271		+29		+11%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%



























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020				FY2020＊												TMP

				TMP		43		192		175		171		208		-2%		99		-9%		-2%		22%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		129		133		127		119		-5%		54		3%		-5%		-6%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		121		146		133		124		-9%		50		21%		-9%		-7%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		442		454		430		451		-5%		203		3%		-5%		5%						Others

																														その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																														Total

																														合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																		50%		7%



																																		11%		4%



																																		6%		28%



																																		24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				17.5

				Hydraulic Equipment		3.1				13.3

				Other		1.9				14.6

				Total		9.3				45.4































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2018	FY2019	FY2020	175	170.78	208.49	油圧機器	

FY2018	FY2019	FY2020	133	126.76	118.66	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	146	132.76999999999998	123.66999999999999	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	454	430.31	450.82	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



17.5	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



13.3	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

14.6	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ



		民航15億円：＋4億円（＋35%） 

		防衛50億円：＋7億円（＋15％）　 オクエン オクエン











		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020

		民航 タミ ワタル		43		51				58				40				14%		19%		14%		-31%

		防衛 ボウエイ		233		222				242				245				9%		-5%		9%		1%

		合計 ゴウケイ		276		273				300				286				10%		-1%		10%		-5%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		4.3		5.1				5.8				4.0

		Defense		23.3		22.2				24.2				24.5

		Total		27.6		27.3				30.0				28.6





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2018	FY2019	FY2020	51.18	58.22999999999999	40.450000000000017	防衛	

FY2018	FY2019	FY2020	222.25	242.16	245.15	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	273.43	300.39	285.60000000000002	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802		808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%		40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244		279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%		34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786		808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61		45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%		5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51		45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62		45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34		46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26		34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38		33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2		80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1		4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%		5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1		4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2		4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2		3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4		4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6		3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986		1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974		1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136		134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132		134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%		12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133		142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98		98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34		64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38		33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6		105.7		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6		13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%		12.7%		+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3		14.2		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8		9.8		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4		6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		FY2020		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,000		3,935		+65		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		500		497		+3		+1%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.5%		12.6%		▲0.1pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		490		484		+6		+1%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		370		361		+9		+3%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.0		106.1		▲1.1		▲1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		120.0		123.8		▲3.8		▲3%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		157		+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		145		+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		155		+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		400.0		393.5		+6.5		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		50.0		49.7		+0.3		+1%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.5%		12.6%		-0.1pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		49.0		48.4		+0.6		+1%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		37.0		36.1		+0.9		+3%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.0		106.1		- 1.1		-1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.0		123.8		- 3.8		-3%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5		15.7		+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0		14.5		+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5		15.5		+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,239		1,144		+96		+8%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		173		218		▲45		▲21%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.9%		19.0%		▲5.1pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		165		196		▲31		▲16%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		134		147		▲13		▲9%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77		35		+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55		26		+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50		57		▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		123.9		114.4		+9.6		+8%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.3		21.8		- 4.5		-21%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.9%		19.0%		-5.1pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		16.5		19.6		- 3.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.4		14.7		- 1.3		-9%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7		3.5		+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5		2.6		+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0		5.7		- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,000		3,850		+150		+4%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		500		460		+40		+9%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.5%		11.9%		+0.6pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		490		450		+40		+9%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		370		330		+40		+12%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.0		105.0		+0.0		+0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		120.0		123.0		▲3.0		▲2%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		160		+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160		120		+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165		150		+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,550		2,565		2,486		+65		+3%		▲15				430		415		425		+5		+1%		+15				16.9%		16.2%		17.1%		▲0.2pt



				医用 イヨウ		670		710		669		+1		+0%		▲40				40		27		44		▲ 4		▲8%		+13				6.0%		3.8%		6.5%		▲0.6pt



				産業 サンギョウ		505		450		451		+54		+12%		+55				50		37		41		+9		+21%		+13				9.9%		8.2%		9.1%		+0.8pt



				航空 コウクウ		230		300		286		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		1		+1		+199%		▲7				0.9%		3.0%		0.2%		+0.6pt



				その他 タ		45		75		44		+1		+2%		▲30				7		13		10		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 29		▲ 31		▲ 23		▲ 6		-		+2

				合計 ゴウケイ		4,000		4,100		3,935		+65		+2%		▲100				500		470		497		+3		+1%		+30				12.5%		11.5%		12.6%		▲0.1pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		255.0		256.5		248.6		+6.4		+3%		-1.5				43.0		41.5		42.5		+0.5		+1%		+1.5				16.9%		16.2%		17.1%		▲0.2pt



				MED		67.0		71.0		66.9		+0.1		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.4		-0.4		▲8%		+1.3				6.0%		3.8%		6.5%		▲0.6pt



				IM		50.5		45.0		45.1		+5.4		+12%		+5.5				5.0		3.7		4.1		+0.9		+21%		+1.3				9.9%		8.2%		9.1%		+0.8pt



				AE		23.0		30.0		28.6		-5.6		-19%		-7.0				0.2		0.9		0.1		+0.1		+199%		-0.7				0.9%		3.0%		0.2%		+0.6pt



				Other		4.5		7.5		4.4		+0.1		+2%		-3.0				0.7		1.3		1.0		-0.3		-29%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																-2.9		-3.1		-2.3		-0.6				+0.2

				Total		400.0		410.0		393.5		+6.5		+2%		-10.0				50.0		47.0		49.7		+0.3		+1%		+3.0				12.5%		11.5%		12.6%		▲0.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		825		840		793		+33		+4%		▲15				179		164		180		▲ 1		▲0%		+15				21.7%		19.5%		22.7%		▲1.0pt



				医用 イヨウ		167		207		178		▲ 11		▲6%		▲40				27		14		34		▲ 7		▲21%		+13				16.2%		6.8%		19.3%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		203		148		110		+93		+85%		+55				29		16		8		+21		+253%		+13				14.1%		10.6%		7.4%		+6.7pt



				航空 コウクウ		17		87		92		▲ 75		▲81%		▲70				(2)		5		3		▲ 6		▲166%		▲7				-12.7%		5.5%		3.6%		▲16.3pt



				その他 タ		(3)		27		(20)		+17		▲84%		▲30				(1)		5		3		▲ 4		▲150%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲11		▲13		▲6		▲ 4				+2

				合計 ゴウケイ		1,209		1,309		1,153		+56		+5%		▲100				220		190		222		▲ 1		▲1%		+30				18.2%		14.5%		19.2%		▲1.0pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280		+160		+7%		▲125				410		415		335		+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620		+35		+6%		▲55				33		27		24		+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425		+15		+4%		▲10				40		37		37		+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285		▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6		▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40		+0		+0%		▲35				5		13		5		+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 30		▲ 31		▲ 27		▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650		+200		+5%		▲250				460		470		380		+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098		+42		+4%		▲1425				173		415		172		+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306		+9		+3%		▲395				13		27		11		+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205		+40		+19%		▲205				23		37		17		+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160		▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4		▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19		+0		+1%		▲56				2		13		2		+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 11		▲ 31		▲ 9		▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788		+27		+2%		▲2285				194		470		196		▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,410		2,565		1,388		+22		+2%		▲1155				257		2,565		253		+4		+2%		▲2308				18.2%		100.0%		18.2%		▲0.0pt



				医用 イヨウ		355		710		363		▲ 8		▲2%		▲355				27		710		33		▲ 6		▲17%		▲683				7.6%		100.0%		9.0%		▲1.4pt



				産業 サンギョウ		260		450		246		+14		+6%		▲190				28		450		24		+3		+14%		▲423				10.6%		100.0%		9.8%		+0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		126		+9		+7%		▲165				7		300		▲3		+10		▲305%		▲293				5.2%		100.0%		-2.7%		+7.9pt



				その他 タ		26		75		25		+1		+3%		▲49				5		75		8		▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 14		▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,185		4,100		2,147		+38		+2%		▲1915				306		4,100		301		+5		+2%		▲3794				14.0%		100.0%		14.0%		▲0.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		782		2,565		761		+21		+3%		▲1783				146		415		174		▲ 28		▲16%		▲269				18.6%		16.2%		22.8%		▲4.2pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166		+32		+19%		▲2367				20		415		31		▲ 11		▲35%		▲395				10.1%		16.2%		18.6%		▲8.5pt



				産業 サンギョウ		143		2,565		149		▲ 6		▲4%		▲2422				22		415		20		+2		+8%		▲394				15.1%		16.2%		13.4%		+1.7pt



				航空 コウクウ		75		2,565		73		+2		+3%		▲2490				▲2		415		▲4		+2		▲53%		▲417				-2.2%		16.2%		-4.8%		+2.6pt



				その他 タ		16		2,565		(4)		+20		▲482%		▲2549				1		415		2		▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲5		▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,212		2,565		1,144		+68		+6%		▲1353				173		415		218		▲ 45		▲21%		▲242				14.3%		16.2%		19.0%		▲4.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		782		2,565		637		+77		+23%		▲1783				146		415		122		+24		+19%		▲269				18.6%		16.2%		19.2%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169		+23		+17%		▲2367				20		415		20		▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		143		2,565		122		▲ 4		+17%		▲2422				22		415		24		▲ 2		▲9%		▲394				15.1%		16.2%		19.4%		▲4.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63		▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1		▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14		▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0		+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲11		▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,212		2,565		1,005		+85		+21%		▲1353				173		415		156		+17		+11%		▲242				14.3%		16.2%		15.5%		▲1.3pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825		+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739		+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749		+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970		▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002		+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287		+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265		+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017		+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141		+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43		▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376		▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756		+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721		+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035		+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182		+160		+14%		▲1223				238		415		163		+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314		+35		+11%		▲2216				22		415		13		+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220		+15		+7%		▲2330				23		415		20		+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125		▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2		▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21		+0		+0%		▲2544				3		415		3		+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲21		415		(18)		▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862		+200		+11%		▲503				264		415		184		+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		561		2,565		545		+15		+3%		▲2004				93		415		61		+31		+51%		▲322				16.5%		16.2%		11.2%		+5.3pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145		+6		+4%		▲2414				2		415		1		+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		92		2,565		98		▲ 6		▲6%		▲2473				1		415		6		▲ 5		▲77%		▲414				1.5%		16.2%		6.4%		▲4.9pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62		▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1		▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8		▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5		▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																(7)		415		(9)		+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		850		2,565		858		▲ 7		▲1%		▲1715				91		415		66		+25		+38%		▲324				10.7%		16.2%		7.7%		+3.0pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		782		2,565		784		▲ 2		▲0%		▲1783				0		415		▲1		+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)		+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17		+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7		+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																91		415		91		+0		-		▲324

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ		分野 ブンヤ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

												プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測 ケイソク		ヘルスケア				◎		■新型コロナウイルス陰性証明検査需要の増加
■医薬の自国生産回帰の流れは継続
■食品安全分野の需要拡大 シンガタ インセイ ショウメイ ケンサ ジュヨウ ゾウカ イヤク ジコク セイサン カイキ ナガ ケイゾク ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナウイルス陽性診断PCR検査減少 ヨウ ゲンショウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				○		■ヘルスケア、環境エネルギー、半導体分野などの
　 研究用途拡大 カンキョウ ハンドウタイ ブンヤ ケンキュウ ヨウト カクダイ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				○		■自動車分野などで設備投資の回復
■カーボン・ニュートラル推進による環境対応需要増加 ジドウシャ ブンヤ セツビ トウシ カイフク スイシン カンキョウ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■航空機は厳しい事業環境が継続 コウクウキ ジュウコウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				○		■補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の一部再開 ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ イチブ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の一部再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		半導体 ハンドウタイ				◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要
　大幅増 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ		－								産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ		－										油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ				〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ		－

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		－		■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

														　

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_特殊要因除く

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2009		FY2010		FY2011		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		3.5		4		4		4.5		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		3.5		4		4		4.5		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		7		8		8		9		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		33.7%		23.5%		26.0%		35.0%		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																																						101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																																						340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.33700000000000002	0.23499999999999999	0.26	0.35	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	3.5	4	4	4.5	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	3.5	4	4	4.5	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	7	8	8	9	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%





						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%











16_FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







17_FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







18_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







19_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



20_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




21_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%









&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









22＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%







								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%











施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





23＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+12%		+22%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		34%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+16%		+13%		+13%		+8%		+12%				+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				27%		27%		27%		27%		27%				29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+12%		+22%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		34%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		-2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%









Sheet4





Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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96 100 102

37 31
43

134 131
145

FY2019 FY2020 FY2021

(+39%) そ
の
他

医用機器製品

Ｘ
線
撮
影
装
置 一般撮影システム

RADspeed Pro 

・ X線装置 : 102億円(前年比+2億円、+2%)
国内医療機関の設備導入で前年増加した回診用Ｘ線撮影装置の減少を補い増収

・ その他 : 43億円（前年比+12億円、+39％) 放射線治療装置用動体追跡システム等が増加
・ アフターマーケット(AM) : 55億円（前年比＋7億円、＋16％）/ AM比率：38％（前年比 ＋1pt）

回診用装置
MobileDaRt Evolution 

(+2%)

病院受付システム
MERSYS-IV

（感染症パッケージ）

そ
の
他

Ｘ
線
装
置

医用機器/機種別売上高

(▲6%) (▲2%)

(+11%)

(+5%) (▲18%)

(▲9%) (+4%)

TOF-PET装置
BresTome

医用機器 1Q売上高 推移（億円）

血管撮影システム
Trinias unity edition

X線TVシステム
SONIALVISION G4 

放射線治療用動体追跡システム
SyncTraX

（%表記は前年比増減）

スマホ問診サービス
Hospital Essentials


グラフ4



#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	

FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	





事業セグメント構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ		2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク		65%		59%		61%

		医用 イヨウ		15%		16%		17%

		産業 サンギョウ		14%		13%		12%

		航空 コウクウ		4%		10%		8%

		その他 タ		1%		1%		2%



		計測 ケイソク		61,305		47,653		49,661

		医用 イヨウ		14,487		13,106		13,385

		産業 サンギョウ		12,960		10,368		9,320

		航空 コウクウ		4,141		8,175		6,558

		その他 タ		1,403		872		1,850

		TTL		94,298		80,176		80,776



















計測機器構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ				2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク				65%		59%		61%

				LC		19%		17%		18%

				MS		11%		11%		12%

				GC		6%		6%		6%

				PCR関連 カンレン		3%		0%		0%



		計測 ケイソク				61,305		47,653		49,661

		LC				17,492		13,776		14,491

		MS				10,790		8,877		9,294

		GC				5,970		4,900		4,968

		PCR				3,100		400		0

		TTL				94,298		80,176		80,776



















計測機器BUの主な増加

		1Q売上高増加 ウリアゲ ダカ ゾウカ				増加額（億円） ゾウカガク オクエン		増加率 ゾウカリツ

		計測Total ケイソク				137		29%

		BU
等 トウ		LC-BU		37		27%

				感染症関連 カンセンショウ カンレン		26		650%

				MS-BU		19		22%

				GC・TA-BU		11		22%

				環境-BU カンキョウ		6		22%

				独自品 ドクジヒン		15		44%

				非事業 ヒジギョウ		10		74%

































計測機器_地域別・重点機種売上高

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		216		35%		171		36%		169		34%		193		37%

				北米 ホクベイ		73		12%		54		11%		58		12%		55		11%

				欧州 オウシュウ		63		10%		49		10%		54		11%		56		11%

				中国 チュウゴク		169		28%		137		29%		124		25%		134		26%

				その他のアジア		65		11%		51		11%		67		13%		56		11%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		重点機種Total ジュウテンキシュ		343		56%		276		58%		288		58%		274		53%

				LC		175		29%		138		29%		145		29%		140		27%

				MS		108		18%		89		19%		93		19%		80		16%

				GC		60		10%		49		10%		50		10%		54		10%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













医用機器_地域別・X線撮影装置

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		82		57%		67		51%		81		60%		76		54%

				北米 ホクベイ		20		14%		20		15%		17		13%		23		16%

				欧州 オウシュウ		7		5%		8		6%		7		5%		10		7%

				中国 チュウゴク		10		7%		13		10%		8		6%		11		8%

				その他のアジア		12		8%		10		8%		10		7%		11		8%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		X線Total セン		102		70%		100		76%		97		72%		107		75%

				XTV		33		23%		30		23%		30		22%		35		25%

				CVS		9		6%		11		8%		19		14%		17		12%

				撮影 サツエイ		60		41%		59		45%		48		36%		55		39%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













産業機器_TMP

		（億円） オクエン				2020.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

		TMP				37		34		45		55		171

						2021.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						54		46		48		60		208

						2022.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						63		未 ミ
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				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書_p.4

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										fy2021 1Q																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																単位：億円		1Q：4-6月 ガツ				前年比 ゼン ネン ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲンガク		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		━								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均為替レート：米ドル（円） カワセ		109.53		107.67		+1.86		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  　　　ユーロ（円）		132.00		118.50		+13.50		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+2										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																Units: Billions of yen		Q1：Apr-Jun				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio																FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.2										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 15								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		36		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.5								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.6		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減_p.5

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別_p.6

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネン ヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン																増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測機器 ケイソク キキ		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt

				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用機器 イヨウ キキ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+7		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt

				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業機器 サンギョウ キキ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt

				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空機器 コウクウ キキ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		━				-8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt

				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		━				-1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク		━												▲ 4		▲ 2		▲ 5		+1		━				━										調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.4		-0.5		-0.5		+0.1		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別_p.8

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+19%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+29%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+23%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





7_医用1＿機種別_p.9

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	



9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%						Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空（新）

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		防衛 ボウエイ		10		11				50				72		32		342%		17%		342%		44%

		民航 タミ コウ		50		44				15				10		9		-66%		-12%		-66%		-33%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				5.0				7.2

		Defense		5.0		4.4				1.5				1.0

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_2022.3期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																		目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																		通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		通期 ツウキ						前期比 ゼンキ ヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021
新予想 シン ヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		━		+0.3pt								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.00		105.00		106.11		▲ 0.11		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.00		120.00		123.75		▲ 0.75		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

												増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測機器 ケイソク キキ		2,640		2,550		2,486		+155		+6%		+90				460		430		425		+35		+8%		+30				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt

				医用機器 イヨウ キキ		670		670		669		+1		+0%		+0				40		40		44		▲ 4		▲8%		+0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt

				産業機器 サンギョウ キキ		515		505		451		+64		+14%						50		50		41		+9		+21%						9.7%		9.9%		9.1%		+0.6pt

				航空機器 コウクウ キキ		230		230		286		▲ 56		▲19%		+0				2		2		1		+1		+199%		+0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt

				その他 タ		45		45		44		+1		+2%		+0				7		7		10		▲ 3		▲29%		+0				11.1%		11.1%		16.2%		▲5.1pt

				調整額 チョウセイ ガク		━														▲ 29		▲ 29		▲ 23		▲ 6		━		+0				━

				合計 ゴウケイ		4,100		4,000		3,935		+165		+4%		+100				530		500		497		+33		+7%		+30				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		255.0		248.6		+15.5		+6%		+9.0				46.0		43.0		42.5		+3.5		+8%		+3.0				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt



				MED		67.0		67.0		66.9		+0.1		+0%		+0.0				4.0		4.0		4.4		-0.4		▲8%		+0.0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt



				IM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				AE		23.0		23.0		28.6		-5.6		-19%		+0.0				0.2		0.2		0.1		+0.1		+199%		+0.0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt



				Other		4.5		4.5		4.4		+0.1		+2%		+0.0				0.7		0.7		1.0		-0.3		-29%		+0.0				14.0%		15.6%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																-2.9		-2.9		-2.3		-0.6				+0.0

				Total		410.0		400.0		393.5		+16.5		+4%		+10.0				53.0		50.0		49.7		+3.3		+7%		+3.0				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		825		793		+123		+15%		+90				209		179		180		+29		+16%		+30				22.8%		21.7%		22.7%		+0.2pt



				医用 イヨウ		167		167		178		▲ 11		▲6%		+0				27		27		34		▲ 7		▲21%		+0				16.2%		16.2%		19.3%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		17		17		92		▲ 75		▲81%		+0				(2)		(2)		3		▲ 6		▲166%		+0				-12.7%		-12.7%		3.6%		▲16.3pt



				その他 タ		(3)		(3)		(20)		+17		▲84%		+0				(1)		(1)		3		▲ 4		▲150%		+0				-72.9%		-72.9%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲11		▲11		▲6		▲ 4				+0

				合計 ゴウケイ		1,309		1,209		1,153		+156		+14%		+100				250		220		222		+29		+13%		+30				19.1%		18.2%		19.2%		▲0.1pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280		+160		+7%		▲125				410		415		335		+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620		+35		+6%		▲55				33		27		24		+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425		+15		+4%		▲10				40		37		37		+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285		▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6		▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40		+0		+0%		▲35				5		13		5		+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 30		▲ 31		▲ 27		▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650		+200		+5%		▲250				460		470		380		+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098		+42		+4%		▲1425				173		415		172		+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306		+9		+3%		▲395				13		27		11		+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205		+40		+19%		▲205				23		37		17		+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160		▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4		▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19		+0		+1%		▲56				2		13		2		+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 11		▲ 31		▲ 9		▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788		+27		+2%		▲2285				194		470		196		▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,388		+112		+8%		▲1065				287		2,565		253		+34		+13%		▲2278				19.1%		100.0%		18.2%		+0.9pt



				医用 イヨウ		355		710		363		▲ 8		▲2%		▲355				27		710		33		▲ 6		▲17%		▲683				7.6%		100.0%		9.0%		▲1.4pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100.0%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		135		300		126		+9		+7%		▲165				7		300		▲3		+10		▲305%		▲293				5.2%		100.0%		-2.7%		+7.9pt



				その他 タ		26		75		25		+1		+3%		▲49				5		75		8		▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 14		▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,147		+138		+6%		▲1815				336		4,100		301		+35		+12%		▲3764				14.7%		100.0%		14.0%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		761		+111		+15%		▲1693				176		415		174		+2		+1%		▲239				20.2%		16.2%		22.8%		▲2.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166		+32		+19%		▲2367				20		415		31		▲ 11		▲35%		▲395				10.1%		16.2%		18.6%		▲8.5pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		73		+2		+3%		▲2490				▲2		415		▲4		+2		▲53%		▲417				-2.2%		16.2%		-4.8%		+2.6pt



				その他 タ		16		2,565		(4)		+20		▲482%		▲2549				1		415		2		▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲5		▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,144		+168		+15%		▲1253				203		415		218		▲ 15		▲7%		▲212				15.5%		16.2%		19.0%		▲3.6pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637		+77		+37%		▲1693				176		415		152		+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169		+23		+17%		▲2367				20		415		20		▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		122		▲ 4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		▲ 2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		63		▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1		▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14		▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0		+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲11		▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005		+85		+31%		▲1253				203		415		186		+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825		+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739		+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749		+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970		▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002		+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287		+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265		+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017		+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141		+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43		▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376		▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756		+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721		+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035		+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182		+160		+14%		▲1223				238		415		163		+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314		+35		+11%		▲2216				22		415		13		+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220		+15		+7%		▲2330				23		415		20		+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125		▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2		▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21		+0		+0%		▲2544				3		415		3		+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲21		415		(18)		▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862		+200		+11%		▲503				264		415		184		+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545		▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61		+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145		+6		+4%		▲2414				2		415		1		+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		98		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		6.4%		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		40		2,565		62		▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1		▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8		▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5		▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																(7)		415		(9)		+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858		▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66		▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874		▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1		+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)		+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17		+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7		+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																61		415		61		+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業
セグメント ジギョウ		分野 ブンヤ		見通し ミトオ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

										プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測
機器 ケイソク キキ		ヘルスケア		◎		■変異株拡大によるPCR検査試薬キットや
　全自動PCR検査装置の増加の継続
■製薬、受託分析、食品安全の分野などでの投資
　の継続 ヘンイカブ カクダイ ゾウカ ケイゾク セイヤク ジュタク ブンセキ ショクヒン アンゼン ブンヤ トウシカクダイ		━								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン

						官庁・大学 ダイガク		○		■ラボの稼働率回復、補正予算（日本）による
　投資増
■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 カドウリツ カイフク ホセイヨサン ニホン トウシ ゾウジンソクケンサジュウショウカヨボウケンキュウヨウ		━										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ		○		■自動車・化学分野で設備投資の回復
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		━										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用
機器 イヨウ キキ		公立病院 コウリツ ビョウイン		○		■補正予算（国内）による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ホセイ ヨサン コクナイ ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ ドウニュウ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン		▲		■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ドウニュウ		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業
機器 サンギョウ キキ		半導体 ハンドウタイ		◎		■データセンターや５G向け需要の拡大が継続 ム ジュヨウ カクダイ ケイゾク		━								産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ		〇		■産業車両・小型建機の需要回復の継続 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイゾク		━										油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ		〇		■設備投資増による回復 セツビ トウシ ゾウ カイフク		━

				航空
機器 コウクウ キキ		民間航空機 ミンカン コウクウキ		×		━		■民間航空機の厳しい状況が継続 ミンカン コウクウキ キビ ジョウキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

												　

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+0%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+0%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+0%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+0%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+0%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+0%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+0%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+0%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+0%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+0%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				+0%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				+0%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+0%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+0%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+0%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				+0%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				+0%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+0%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				213		169		+44		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				69		54		+15		+28%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+29%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				167		137		+31		+23%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				61		51		+10		+20%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				208		288		▲79		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				212		196		+16		+8%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲16%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(54)		(16)		▲38		+236%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				60		87		▲27		▲31%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.8		28.8		-7.9		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-16%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.4)		(1.6)		-3.8		+236%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				21.2		19.6		+1.6		+8%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				6.0		8.7		-2.7		-31%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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産業機器製品
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電源一体型 電源別置き型
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機
器 ギアポンプ コントロール

バルブ

ガラスワインダー
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P

油
圧

そ
の
他

産業機器/ 機種別売上高

(▲22%)

(+11%)

(▲2%)

(+1%)

(▲25%)

産業機器 1Q売上高 推移（億円）
（%表記は前年比増減）

(▲37%)

(▲20%)

(+48%)

(+25%)

(+16%)

(+37%)

(+33%)

・ ターボ分子ポンプ（TMP） : 63億円(前年比+9億円、+16％) 半導体製造装置向けを中心に好調に推移
・ 油圧機器 ：37億円(前年比+10億円、+37%) フォークリフト・建機等の市況の回復により日本・

北米・中国で増加
・ その他 : 30億円(前年比+7億円、+33%) 設備投資の回復により、中国・東南アジアでガラス

ワインダーが増加
・ TMPアフターマーケット(AM): 11億円(前年比 +2億円、+20％)/ AM比率：17％（横ばい）


グラフ6



TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	



事業セグメント構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ		2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク		65%		59%		61%

		医用 イヨウ		15%		16%		17%

		産業 サンギョウ		14%		13%		12%

		航空 コウクウ		4%		10%		8%

		その他 タ		1%		1%		2%



		計測 ケイソク		61,305		47,653		49,661

		医用 イヨウ		14,487		13,106		13,385

		産業 サンギョウ		12,960		10,368		9,320

		航空 コウクウ		4,141		8,175		6,558

		その他 タ		1,403		872		1,850

		TTL		94,298		80,176		80,776



















計測機器構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ				2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク				65%		59%		61%

				LC		19%		17%		18%

				MS		11%		11%		12%

				GC		6%		6%		6%

				PCR関連 カンレン		3%		0%		0%



		計測 ケイソク				61,305		47,653		49,661

		LC				17,492		13,776		14,491

		MS				10,790		8,877		9,294

		GC				5,970		4,900		4,968

		PCR				3,100		400		0

		TTL				94,298		80,176		80,776



















計測機器BUの主な増加

		1Q売上高増加 ウリアゲ ダカ ゾウカ				増加額（億円） ゾウカガク オクエン		増加率 ゾウカリツ

		計測Total ケイソク				137		29%

		BU
等 トウ		LC-BU		37		27%

				感染症関連 カンセンショウ カンレン		26		650%

				MS-BU		19		22%

				GC・TA-BU		11		22%

				環境-BU カンキョウ		6		22%

				独自品 ドクジヒン		15		44%

				非事業 ヒジギョウ		10		74%

































計測機器_地域別・重点機種売上高

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		216		35%		171		36%		169		34%		193		37%

				北米 ホクベイ		73		12%		54		11%		58		12%		55		11%

				欧州 オウシュウ		63		10%		49		10%		54		11%		56		11%

				中国 チュウゴク		169		28%		137		29%		124		25%		134		26%

				その他のアジア		65		11%		51		11%		67		13%		56		11%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		重点機種Total ジュウテンキシュ		343		56%		276		58%		288		58%		274		53%

				LC		175		29%		138		29%		145		29%		140		27%

				MS		108		18%		89		19%		93		19%		80		16%

				GC		60		10%		49		10%		50		10%		54		10%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













医用機器_地域別・X線撮影装置

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		82		57%		67		51%		81		60%		76		54%

				北米 ホクベイ		20		14%		20		15%		17		13%		23		16%

				欧州 オウシュウ		7		5%		8		6%		7		5%		10		7%

				中国 チュウゴク		10		7%		13		10%		8		6%		11		8%

				その他のアジア		12		8%		10		8%		10		7%		11		8%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		X線Total セン		102		70%		100		76%		97		72%		107		75%

				XTV		33		23%		30		23%		30		22%		35		25%

				CVS		9		6%		11		8%		19		14%		17		12%

				撮影 サツエイ		60		41%		59		45%		48		36%		55		39%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













産業機器_TMP

		（億円） オクエン				2020.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

		TMP				37		34		45		55		171

						2021.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						54		46		48		60		208

						2022.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						63		未 ミ
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				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ
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				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ
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				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ
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1_損益計算書_p.4

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										fy2021 1Q																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																単位：億円		1Q：4-6月 ガツ				前年比 ゼン ネン ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲンガク		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		━								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均為替レート：米ドル（円） カワセ		109.53		107.67		+1.86		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  　　　ユーロ（円）		132.00		118.50		+13.50		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+2										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																Units: Billions of yen		Q1：Apr-Jun				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio																FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.2										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 15								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		36		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.5								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.6		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減_p.5

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別_p.6

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネン ヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン																増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測機器 ケイソク キキ		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt

				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用機器 イヨウ キキ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+7		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt

				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業機器 サンギョウ キキ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt

				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空機器 コウクウ キキ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		━				-8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt

				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		━				-1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク		━												▲ 4		▲ 2		▲ 5		+1		━				━										調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.4		-0.5		-0.5		+0.1		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F
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						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+19%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+29%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+23%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント
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				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	
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		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%						Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空（新）

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		防衛 ボウエイ		10		11				50				72		32		342%		17%		342%		44%

		民航 タミ コウ		50		44				15				10		9		-66%		-12%		-66%		-33%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				5.0				7.2

		Defense		5.0		4.4				1.5				1.0

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_2022.3期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																		目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																		通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		通期 ツウキ						前期比 ゼンキ ヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021
新予想 シン ヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		━		+0.3pt								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.00		105.00		106.11		▲ 0.11		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.00		120.00		123.75		▲ 0.75		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		+15										減価償却費		133		135		▲ 2
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12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

												増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測機器 ケイソク キキ		2,640		2,550		2,486		+155		+6%		+90				460		430		425		+35		+8%		+30				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt

				医用機器 イヨウ キキ		670		670		669		+1		+0%		+0				40		40		44		▲ 4		▲8%		+0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt

				産業機器 サンギョウ キキ		515		505		451		+64		+14%						50		50		41		+9		+21%						9.7%		9.9%		9.1%		+0.6pt

				航空機器 コウクウ キキ		230		230		286		▲ 56		▲19%		+0				2		2		1		+1		+199%		+0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt

				その他 タ		45		45		44		+1		+2%		+0				7		7		10		▲ 3		▲29%		+0				11.1%		11.1%		16.2%		▲5.1pt

				調整額 チョウセイ ガク		━														▲ 29		▲ 29		▲ 23		▲ 6		━		+0				━

				合計 ゴウケイ		4,100		4,000		3,935		+165		+4%		+100				530		500		497		+33		+7%		+30				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		255.0		248.6		+15.5		+6%		+9.0				46.0		43.0		42.5		+3.5		+8%		+3.0				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt



				MED		67.0		67.0		66.9		+0.1		+0%		+0.0				4.0		4.0		4.4		-0.4		▲8%		+0.0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt



				IM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				AE		23.0		23.0		28.6		-5.6		-19%		+0.0				0.2		0.2		0.1		+0.1		+199%		+0.0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt



				Other		4.5		4.5		4.4		+0.1		+2%		+0.0				0.7		0.7		1.0		-0.3		-29%		+0.0				14.0%		15.6%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																-2.9		-2.9		-2.3		-0.6				+0.0

				Total		410.0		400.0		393.5		+16.5		+4%		+10.0				53.0		50.0		49.7		+3.3		+7%		+3.0				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		825		793		+123		+15%		+90				209		179		180		+29		+16%		+30				22.8%		21.7%		22.7%		+0.2pt



				医用 イヨウ		167		167		178		▲ 11		▲6%		+0				27		27		34		▲ 7		▲21%		+0				16.2%		16.2%		19.3%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		17		17		92		▲ 75		▲81%		+0				(2)		(2)		3		▲ 6		▲166%		+0				-12.7%		-12.7%		3.6%		▲16.3pt



				その他 タ		(3)		(3)		(20)		+17		▲84%		+0				(1)		(1)		3		▲ 4		▲150%		+0				-72.9%		-72.9%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲11		▲11		▲6		▲ 4				+0

				合計 ゴウケイ		1,309		1,209		1,153		+156		+14%		+100				250		220		222		+29		+13%		+30				19.1%		18.2%		19.2%		▲0.1pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280		+160		+7%		▲125				410		415		335		+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620		+35		+6%		▲55				33		27		24		+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425		+15		+4%		▲10				40		37		37		+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285		▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6		▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40		+0		+0%		▲35				5		13		5		+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 30		▲ 31		▲ 27		▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650		+200		+5%		▲250				460		470		380		+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098		+42		+4%		▲1425				173		415		172		+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306		+9		+3%		▲395				13		27		11		+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205		+40		+19%		▲205				23		37		17		+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160		▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4		▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19		+0		+1%		▲56				2		13		2		+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 11		▲ 31		▲ 9		▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788		+27		+2%		▲2285				194		470		196		▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,388		+112		+8%		▲1065				287		2,565		253		+34		+13%		▲2278				19.1%		100.0%		18.2%		+0.9pt



				医用 イヨウ		355		710		363		▲ 8		▲2%		▲355				27		710		33		▲ 6		▲17%		▲683				7.6%		100.0%		9.0%		▲1.4pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100.0%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		135		300		126		+9		+7%		▲165				7		300		▲3		+10		▲305%		▲293				5.2%		100.0%		-2.7%		+7.9pt



				その他 タ		26		75		25		+1		+3%		▲49				5		75		8		▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 14		▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,147		+138		+6%		▲1815				336		4,100		301		+35		+12%		▲3764				14.7%		100.0%		14.0%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		761		+111		+15%		▲1693				176		415		174		+2		+1%		▲239				20.2%		16.2%		22.8%		▲2.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166		+32		+19%		▲2367				20		415		31		▲ 11		▲35%		▲395				10.1%		16.2%		18.6%		▲8.5pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		73		+2		+3%		▲2490				▲2		415		▲4		+2		▲53%		▲417				-2.2%		16.2%		-4.8%		+2.6pt



				その他 タ		16		2,565		(4)		+20		▲482%		▲2549				1		415		2		▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲5		▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,144		+168		+15%		▲1253				203		415		218		▲ 15		▲7%		▲212				15.5%		16.2%		19.0%		▲3.6pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637		+77		+37%		▲1693				176		415		152		+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169		+23		+17%		▲2367				20		415		20		▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		122		▲ 4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		▲ 2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		63		▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1		▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14		▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0		+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲11		▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005		+85		+31%		▲1253				203		415		186		+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825		+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739		+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749		+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970		▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002		+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287		+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265		+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017		+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141		+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43		▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376		▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756		+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721		+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035		+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182		+160		+14%		▲1223				238		415		163		+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314		+35		+11%		▲2216				22		415		13		+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220		+15		+7%		▲2330				23		415		20		+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125		▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2		▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21		+0		+0%		▲2544				3		415		3		+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲21		415		(18)		▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862		+200		+11%		▲503				264		415		184		+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545		▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61		+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145		+6		+4%		▲2414				2		415		1		+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		98		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		6.4%		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		40		2,565		62		▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1		▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8		▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5		▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																(7)		415		(9)		+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858		▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66		▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874		▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1		+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)		+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17		+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7		+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																61		415		61		+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業
セグメント ジギョウ		分野 ブンヤ		見通し ミトオ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

										プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測
機器 ケイソク キキ		ヘルスケア		◎		■変異株拡大によるPCR検査試薬キットや
　全自動PCR検査装置の増加の継続
■製薬、受託分析、食品安全の分野などでの投資
　の継続 ヘンイカブ カクダイ ゾウカ ケイゾク セイヤク ジュタク ブンセキ ショクヒン アンゼン ブンヤ トウシカクダイ		━								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン

						官庁・大学 ダイガク		○		■ラボの稼働率回復、補正予算（日本）による
　投資増
■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 カドウリツ カイフク ホセイヨサン ニホン トウシ ゾウジンソクケンサジュウショウカヨボウケンキュウヨウ		━										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ		○		■自動車・化学分野で設備投資の回復
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		━										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用
機器 イヨウ キキ		公立病院 コウリツ ビョウイン		○		■補正予算（国内）による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ホセイ ヨサン コクナイ ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ ドウニュウ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン		▲		■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ドウニュウ		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業
機器 サンギョウ キキ		半導体 ハンドウタイ		◎		■データセンターや５G向け需要の拡大が継続 ム ジュヨウ カクダイ ケイゾク		━								産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ		〇		■産業車両・小型建機の需要回復の継続 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイゾク		━										油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ		〇		■設備投資増による回復 セツビ トウシ ゾウ カイフク		━

				航空
機器 コウクウ キキ		民間航空機 ミンカン コウクウキ		×		━		■民間航空機の厳しい状況が継続 ミンカン コウクウキ キビ ジョウキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

												　

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+0%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+0%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+0%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+0%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+0%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+0%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+0%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+0%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%
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8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加
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19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+0%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+0%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				+0%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				+0%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+0%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+0%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+0%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				+0%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				+0%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+0%		+17%		-4%		+34%		+6%
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17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				213		169		+44		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				69		54		+15		+28%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+29%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				167		137		+31		+23%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				61		51		+10		+20%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				208		288		▲79		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				212		196		+16		+8%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲16%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(54)		(16)		▲38		+236%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				60		87		▲27		▲31%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.8		28.8		-7.9		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-16%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.4)		(1.6)		-3.8		+236%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				21.2		19.6		+1.6		+8%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				6.0		8.7		-2.7		-31%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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FY2019 FY2020 FY2021

民間航空機用搭載部品

・防衛 : 32億円(前年比 ▲40億円、▲55%) 前年の大口案件の反動等で大幅に減少
・民航 : 9億円(前年比 ▲1億円、▲6％) 民間航空機の減産により、ボーイング向け搭載機器を中心に減少

防
衛

民
航

航空機器/分野別売上高

(+19%)

航空機器 売上高 推移（億円）
（%表記は前年比増減）

(+25%)

(▲49%)

(▲55%)

(▲ 6%)

(+43%)

(▲ 36%)

(+15%)

(+ 35%)


グラフ1



防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



事業セグメント構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ		2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク		65%		59%		61%

		医用 イヨウ		15%		16%		17%

		産業 サンギョウ		14%		13%		12%

		航空 コウクウ		4%		10%		8%

		その他 タ		1%		1%		2%



		計測 ケイソク		61,305		47,653		49,661

		医用 イヨウ		14,487		13,106		13,385

		産業 サンギョウ		12,960		10,368		9,320

		航空 コウクウ		4,141		8,175		6,558

		その他 タ		1,403		872		1,850

		TTL		94,298		80,176		80,776



















計測機器構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ				2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク				65%		59%		61%

				LC		19%		17%		18%

				MS		11%		11%		12%

				GC		6%		6%		6%

				PCR関連 カンレン		3%		0%		0%



		計測 ケイソク				61,305		47,653		49,661

		LC				17,492		13,776		14,491

		MS				10,790		8,877		9,294

		GC				5,970		4,900		4,968

		PCR				3,100		400		0

		TTL				94,298		80,176		80,776



















計測機器BUの主な増加

		1Q売上高増加 ウリアゲ ダカ ゾウカ				増加額（億円） ゾウカガク オクエン		増加率 ゾウカリツ

		計測Total ケイソク				137		29%

		BU
等 トウ		LC-BU		37		27%

				感染症関連 カンセンショウ カンレン		26		650%

				MS-BU		19		22%

				GC・TA-BU		11		22%

				環境-BU カンキョウ		6		22%

				独自品 ドクジヒン		15		44%

				非事業 ヒジギョウ		10		74%

































計測機器_地域別・重点機種売上高

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		216		35%		171		36%		169		34%		193		37%

				北米 ホクベイ		73		12%		54		11%		58		12%		55		11%

				欧州 オウシュウ		63		10%		49		10%		54		11%		56		11%

				中国 チュウゴク		169		28%		137		29%		124		25%		134		26%

				その他のアジア		65		11%		51		11%		67		13%		56		11%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		重点機種Total ジュウテンキシュ		343		56%		276		58%		288		58%		274		53%

				LC		175		29%		138		29%		145		29%		140		27%

				MS		108		18%		89		19%		93		19%		80		16%

				GC		60		10%		49		10%		50		10%		54		10%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













医用機器_地域別・X線撮影装置

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		82		57%		67		51%		81		60%		76		54%

				北米 ホクベイ		20		14%		20		15%		17		13%		23		16%

				欧州 オウシュウ		7		5%		8		6%		7		5%		10		7%

				中国 チュウゴク		10		7%		13		10%		8		6%		11		8%

				その他のアジア		12		8%		10		8%		10		7%		11		8%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		X線Total セン		102		70%		100		76%		97		72%		107		75%

				XTV		33		23%		30		23%		30		22%		35		25%

				CVS		9		6%		11		8%		19		14%		17		12%

				撮影 サツエイ		60		41%		59		45%		48		36%		55		39%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













産業機器_TMP

		（億円） オクエン				2020.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

		TMP				37		34		45		55		171

						2021.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						54		46		48		60		208

						2022.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						63		未 ミ





目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										fy2021 1Q																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																単位：億円		1Q：4-6月 ガツ				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲンガク		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		━								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均為替レート：米ドル（円） カワセ		109.53		107.67		+1.86		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  　　　ユーロ（円）		132.00		118.50		+13.50		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+2										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																Units: Billions of yen		Q1：Apr-Jun				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio																FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.2										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 15								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		36		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.5								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.6		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前同比						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前同比						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン																増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測機器 ケイソク キキ		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt

				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用機器 イヨウ キキ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+7		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業機器 サンギョウ キキ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空機器 コウクウ キキ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		━				-8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		━				-1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク		━												▲ 4		▲ 2		▲ 5		+1		━				━										調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.4		-0.5		-0.5		+0.1		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+19%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+29%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+23%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	



9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%						Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空（新）

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		防衛 ボウエイ		10		11				50				72		32		342%		17%		342%		44%

		民航 タミ コウ		50		44				15				10		9		-66%		-12%		-66%		-33%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				5.0				7.2

		Defense		5.0		4.4				1.5				1.0

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_2022.3期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																		目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																		通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		通期 ツウキ						前期比 ゼンキ ヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021
新予想 シン ヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		━		+0.3pt								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.00		105.00		106.11		▲ 0.11		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.00		120.00		123.75		▲ 0.75		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

												増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測機器 ケイソク キキ		2,550		2,565		2,486		+65		+3%		▲15				430		415		425		+5		+1%		+15				16.9%		16.2%		17.1%		▲0.2pt



				医用機器 イヨウ キキ		670		710		669		+1		+0%		▲40				40		27		44		▲ 4		▲8%		+13				6.0%		3.8%		6.5%		▲0.6pt



				産業機器 サンギョウ キキ		505		450		451		+54		+12%		+55				50		37		41		+9		+21%		+13				9.9%		8.2%		9.1%		+0.8pt



				航空機器 コウクウ キキ		230		300		286		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		1		+1		+199%		▲7				0.9%		3.0%		0.2%		+0.6pt



				その他 タ		45		75		44		+1		+2%		▲30				7		13		10		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク		━														▲ 29		▲ 31		▲ 23		▲ 6		━		+2				━

				合計 ゴウケイ		4,000		4,100		3,935		+65		+2%		▲100				500		470		497		+3		+1%		+30				12.5%		11.5%		12.6%		▲0.1pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		255.0		256.5		248.6		+6.4		+3%		-1.5				43.0		41.5		42.5		+0.5		+1%		+1.5				16.9%		16.2%		17.1%		▲0.2pt



				MED		67.0		71.0		66.9		+0.1		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.4		-0.4		▲8%		+1.3				6.0%		3.8%		6.5%		▲0.6pt



				IM		50.5		45.0		45.1		+5.4		+12%		+5.5				5.0		3.7		4.1		+0.9		+21%		+1.3				9.9%		8.2%		9.1%		+0.8pt



				AE		23.0		30.0		28.6		-5.6		-19%		-7.0				0.2		0.9		0.1		+0.1		+199%		-0.7				0.9%		3.0%		0.2%		+0.6pt



				Other		4.5		7.5		4.4		+0.1		+2%		-3.0				0.7		1.3		1.0		-0.3		-29%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																-2.9		-3.1		-2.3		-0.6				+0.2

				Total		400.0		410.0		393.5		+6.5		+2%		-10.0				50.0		47.0		49.7		+0.3		+1%		+3.0				12.5%		11.5%		12.6%		▲0.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		825		840		793		+33		+4%		▲15				179		164		180		▲ 1		▲0%		+15				21.7%		19.5%		22.7%		▲1.0pt



				医用 イヨウ		167		207		178		▲ 11		▲6%		▲40				27		14		34		▲ 7		▲21%		+13				16.2%		6.8%		19.3%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		203		148		110		+93		+85%		+55				29		16		8		+21		+253%		+13				14.1%		10.6%		7.4%		+6.7pt



				航空 コウクウ		17		87		92		▲ 75		▲81%		▲70				(2)		5		3		▲ 6		▲166%		▲7				-12.7%		5.5%		3.6%		▲16.3pt



				その他 タ		(3)		27		(20)		+17		▲84%		▲30				(1)		5		3		▲ 4		▲150%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲11		▲13		▲6		▲ 4				+2

				合計 ゴウケイ		1,209		1,309		1,153		+56		+5%		▲100				220		190		222		▲ 1		▲1%		+30				18.2%		14.5%		19.2%		▲1.0pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280		+160		+7%		▲125				410		415		335		+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620		+35		+6%		▲55				33		27		24		+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425		+15		+4%		▲10				40		37		37		+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285		▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6		▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40		+0		+0%		▲35				5		13		5		+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 30		▲ 31		▲ 27		▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650		+200		+5%		▲250				460		470		380		+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098		+42		+4%		▲1425				173		415		172		+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306		+9		+3%		▲395				13		27		11		+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205		+40		+19%		▲205				23		37		17		+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160		▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4		▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19		+0		+1%		▲56				2		13		2		+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 11		▲ 31		▲ 9		▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788		+27		+2%		▲2285				194		470		196		▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,410		2,565		1,388		+22		+2%		▲1155				257		2,565		253		+4		+2%		▲2308				18.2%		100.0%		18.2%		▲0.0pt



				医用 イヨウ		355		710		363		▲ 8		▲2%		▲355				27		710		33		▲ 6		▲17%		▲683				7.6%		100.0%		9.0%		▲1.4pt



				産業 サンギョウ		260		450		246		+14		+6%		▲190				28		450		24		+3		+14%		▲423				10.6%		100.0%		9.8%		+0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		126		+9		+7%		▲165				7		300		▲3		+10		▲305%		▲293				5.2%		100.0%		-2.7%		+7.9pt



				その他 タ		26		75		25		+1		+3%		▲49				5		75		8		▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 14		▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,185		4,100		2,147		+38		+2%		▲1915				306		4,100		301		+5		+2%		▲3794				14.0%		100.0%		14.0%		▲0.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		782		2,565		761		+21		+3%		▲1783				146		415		174		▲ 28		▲16%		▲269				18.6%		16.2%		22.8%		▲4.2pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166		+32		+19%		▲2367				20		415		31		▲ 11		▲35%		▲395				10.1%		16.2%		18.6%		▲8.5pt



				産業 サンギョウ		143		2,565		149		▲ 6		▲4%		▲2422				22		415		20		+2		+8%		▲394				15.1%		16.2%		13.4%		+1.7pt



				航空 コウクウ		75		2,565		73		+2		+3%		▲2490				▲2		415		▲4		+2		▲53%		▲417				-2.2%		16.2%		-4.8%		+2.6pt



				その他 タ		16		2,565		(4)		+20		▲482%		▲2549				1		415		2		▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲5		▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,212		2,565		1,144		+68		+6%		▲1353				173		415		218		▲ 45		▲21%		▲242				14.3%		16.2%		19.0%		▲4.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		782		2,565		637		+77		+23%		▲1783				146		415		122		+24		+19%		▲269				18.6%		16.2%		19.2%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169		+23		+17%		▲2367				20		415		20		▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		143		2,565		122		▲ 4		+17%		▲2422				22		415		24		▲ 2		▲9%		▲394				15.1%		16.2%		19.4%		▲4.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63		▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1		▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14		▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0		+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲11		▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,212		2,565		1,005		+85		+21%		▲1353				173		415		156		+17		+11%		▲242				14.3%		16.2%		15.5%		▲1.3pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825		+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739		+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749		+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970		▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002		+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287		+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265		+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017		+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141		+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43		▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376		▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756		+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721		+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035		+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182		+160		+14%		▲1223				238		415		163		+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314		+35		+11%		▲2216				22		415		13		+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220		+15		+7%		▲2330				23		415		20		+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125		▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2		▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21		+0		+0%		▲2544				3		415		3		+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲21		415		(18)		▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862		+200		+11%		▲503				264		415		184		+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		561		2,565		545		+15		+3%		▲2004				93		415		61		+31		+51%		▲322				16.5%		16.2%		11.2%		+5.3pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145		+6		+4%		▲2414				2		415		1		+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		92		2,565		98		▲ 6		▲6%		▲2473				1		415		6		▲ 5		▲77%		▲414				1.5%		16.2%		6.4%		▲4.9pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62		▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1		▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8		▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5		▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																(7)		415		(9)		+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		850		2,565		858		▲ 7		▲1%		▲1715				91		415		66		+25		+38%		▲324				10.7%		16.2%		7.7%		+3.0pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		782		2,565		784		▲ 2		▲0%		▲1783				0		415		▲1		+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)		+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17		+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7		+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																91		415		91		+0		-		▲324

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業
セグメント ジギョウ		分野 ブンヤ		見通し ミトオ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

										プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測
機器 ケイソク キキ		ヘルスケア		◎		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の
　　海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■医薬のデータインテグリティ需要増
■食品安全分野の需要拡大 シエン イヤク ジュヨウ ゾウ ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナ感染症の簡易検査普及による
　　PCR検査減少
■前年の中国薬典改訂需要の反動減
 シンガタ カンセンショウ カンイ ケンサ フキュウ ケンサ ゲンショウ ジュヨウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク		○		■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 ジンソク ケンサ ジュウショウカ ヨボウ ケンキュウ ヨウ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ		○		■自動車・化学分野で設備投資の回復を見込む
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■鉄鋼・重工業・航空機は厳しい事業環境が継続 テッコウ ジュウコウギョウ コウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用
機器 イヨウ キキ		公立病院 コウリツ ビョウイン		○		■国内は補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン		▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業
機器 サンギョウ キキ		半導体 ハンドウタイ		◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要大幅増。TMPも好調に推移 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ		〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ		〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ

				航空
機器 コウクウ キキ		民間航空機 ミンカン コウクウキ		×				■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

												　

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+0%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+0%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+0%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+0%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+0%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+0%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+0%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+0%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+0%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+0%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				+0%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				+0%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+0%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+0%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+0%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				+0%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				+0%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+0%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				213		169		+44		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				69		54		+15		+28%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+29%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				167		137		+31		+23%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				61		51		+10		+20%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				208		288		▲79		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				212		196		+16		+8%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲16%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(54)		(16)		▲38		+236%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				60		87		▲27		▲31%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.8		28.8		-7.9		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-16%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.4)		(1.6)		-3.8		+236%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				21.2		19.6		+1.6		+8%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				6.0		8.7		-2.7		-31%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%
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6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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・ 新型コロナウイルス変異株感染拡大の影響が不透明
・ 計測機器は、ヘルスケア分野や大学ラボを中心に、グローバルに需要が拡大
・ 医用機器は、病院のコロナ禍からの回復が遅延。産業機器は半導体製造分野での高水準の設備投資が継続

事業環境の見通し

プラス要因 マイナス要因

ヘルスケア ◎
■変異株の陽性診断及び新型コロナウィルス陰性証明
　検査需要の増加
■医薬品の自国生産回帰による需要拡大
■食品安全分野での需要拡大

━

官庁・大学 ○
■ラボの稼働率回復、補正予算（日本）による投資増
■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の需要拡大 ■新型コロナウィルス変異株による感染拡大

製造業 ▲
■自動車・化学分野で設備投資の回復
■ゼロカーボン推進による環境対応需要増加

■新型コロナウィルス変異株による感染拡大
（日本での回復遅延等）

公立病院 ○
■補正予算（国内）による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開

■回診用X線撮影装置の需要は一巡
■新型コロナウイルス感染再拡大による設備導入の遅延・再延期

民間病院 ▲ ■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ■回診用X線撮影装置の需要は一巡
■新型コロナウイルス感染再拡大による設備導入の遅延・再延期

半導体 ◎ ■データセンターや５G向け需要の拡大が継続 ━
油圧 〇 ■産業車両・小型建機の需要回復の継続 ━

航空機器 民間航空機 × ━ ■民間航空機の厳しい状況が継続

産業機器

医用機器

計測機器

見通し事業
セグメント 分野
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FY2021
新予想

FY2021
前回予想

FY2020 増減額 増減率 増減額 増減率

売上高 4,100 4,000 3,935 +100 +3% +165 +4%
営業利益 530 500 497 +30 +6% +33 +7%
　営業利益率 12.9% 12.5% 12.6% ━ +0.4pt ━ +0.3pt
経常利益 520 490 484 +30 +6% +36 +7%
親会社株主に帰属する当期純利益 390 370 361 +20 +5% +29 +8%

　平均レート：米ドル（円） 106.00 105.00 106.11 +1.00 +1.0% ▲ 0.11 ▲0%
　                  ユーロ（円） 123.00 120.00 123.75 +3.00 +2.5% ▲ 0.75 ▲1%

研究開発費 185 185 157 0 +28
設備投資額 160 160 145 0 +15
減価償却費 165 165 155 0 +10

通期 前年比
単位：億円

前回予想比

為
替

主
要
投
資

業
績

・ 新型コロナウイルス変異株感染拡大による不透明感が増す中、へルスケア、半導体等の活況な市場で事業拡大を推進
・ 売上高・営業利益・経常利益・当期純利益すべてで2期連続の過去最高業績更新を目指す
・ 好調な第1四半期業績を反映し、通期業績予想を上方修正

通期業績予想

売上高 ：-3億円
営業利益：-1億円

通期為替影響額予想


事業セグメント構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ		2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク		65%		59%		61%

		医用 イヨウ		15%		16%		17%

		産業 サンギョウ		14%		13%		12%

		航空 コウクウ		4%		10%		8%

		その他 タ		1%		1%		2%



		計測 ケイソク		61,305		47,653		49,661

		医用 イヨウ		14,487		13,106		13,385

		産業 サンギョウ		12,960		10,368		9,320

		航空 コウクウ		4,141		8,175		6,558

		その他 タ		1,403		872		1,850

		TTL		94,298		80,176		80,776



















計測機器構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ				2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク				65%		59%		61%

				LC		19%		17%		18%

				MS		11%		11%		12%

				GC		6%		6%		6%

				PCR関連 カンレン		3%		0%		0%



		計測 ケイソク				61,305		47,653		49,661

		LC				17,492		13,776		14,491

		MS				10,790		8,877		9,294

		GC				5,970		4,900		4,968

		PCR				3,100		400		0

		TTL				94,298		80,176		80,776



















計測機器BUの主な増加

		1Q売上高増加 ウリアゲ ダカ ゾウカ				増加額（億円） ゾウカガク オクエン		増加率 ゾウカリツ

		計測Total ケイソク				137		29%

		BU
等 トウ		LC-BU		37		27%

				感染症関連 カンセンショウ カンレン		26		650%

				MS-BU		19		22%

				GC・TA-BU		11		22%

				環境-BU カンキョウ		6		22%

				独自品 ドクジヒン		15		44%

				非事業 ヒジギョウ		10		74%

































計測機器_地域別・重点機種売上高

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		216		35%		171		36%		169		34%		193		37%

				北米 ホクベイ		73		12%		54		11%		58		12%		55		11%

				欧州 オウシュウ		63		10%		49		10%		54		11%		56		11%

				中国 チュウゴク		169		28%		137		29%		124		25%		134		26%

				その他のアジア		65		11%		51		11%		67		13%		56		11%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		重点機種Total ジュウテンキシュ		343		56%		276		58%		288		58%		274		53%

				LC		175		29%		138		29%		145		29%		140		27%

				MS		108		18%		89		19%		93		19%		80		16%

				GC		60		10%		49		10%		50		10%		54		10%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













医用機器_地域別・X線撮影装置

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		82		57%		67		51%		81		60%		76		54%

				北米 ホクベイ		20		14%		20		15%		17		13%		23		16%

				欧州 オウシュウ		7		5%		8		6%		7		5%		10		7%

				中国 チュウゴク		10		7%		13		10%		8		6%		11		8%

				その他のアジア		12		8%		10		8%		10		7%		11		8%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		X線Total セン		102		70%		100		76%		97		72%		107		75%

				XTV		33		23%		30		23%		30		22%		35		25%

				CVS		9		6%		11		8%		19		14%		17		12%

				撮影 サツエイ		60		41%		59		45%		48		36%		55		39%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













産業機器_TMP

		（億円） オクエン				2020.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

		TMP				37		34		45		55		171

						2021.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						54		46		48		60		208

						2022.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						63		未 ミ





目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書_p.4

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										fy2021 1Q																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																単位：億円		1Q：4-6月 ガツ				前年比 ゼン ネン ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲンガク		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		━								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均為替レート：米ドル（円） カワセ		109.53		107.67		+1.86		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  　　　ユーロ（円）		132.00		118.50		+13.50		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+2										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																Units: Billions of yen		Q1：Apr-Jun				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio																FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.2										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 15								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		36		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.5								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.6		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減_p.5

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別_p.6

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネン ヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン																増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測機器 ケイソク キキ		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt

				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用機器 イヨウ キキ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+7		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt

				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業機器 サンギョウ キキ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt

				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空機器 コウクウ キキ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		━				-8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt

				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		━				-1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク		━												▲ 4		▲ 2		▲ 5		+1		━				━										調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.4		-0.5		-0.5		+0.1		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別_p.8

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+19%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+29%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+23%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





7_医用1＿機種別_p.10

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	



9_産機_機種別_p.11

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%						Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空（新）

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		防衛 ボウエイ		10		11				50				72		32		342%		17%		342%		44%

		民航 タミ コウ		50		44				15				10		9		-66%		-12%		-66%		-33%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				5.0				7.2

		Defense		5.0		4.4				1.5				1.0

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





13_事業環境見通し_p.14

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業
セグメント ジギョウ		分野 ブンヤ		見通し ミトオ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

										プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測
機器 ケイソク キキ		ヘルスケア		◎		■変異株の陽性診断及び新型コロナウィルス陰性　
　証明検査需要の増加
　全自動PCR検査装置の増加の継続
■製薬品の自国生産回帰による需要拡大
■食品安全分での需要拡大 ヘンイカブ ヨウセイ シンダン オヨ シンガタ インセイ ショウメイ ケンサ ジュヨウ ゾウカ ゾウカ ケイゾク セイヤク ヒン ジコクセイサン カイキ ジュヨウ カクダイ ショクヒン アンゼンブン ジュヨウ カクダイ		■新型コロナウィルス変異株による感染拡大 シンガタ ヘンイカブ カンセンカクダイ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン

						官庁・大学 ダイガク		○		■ラボの稼働率回復、補正予算（日本）による
　投資増
■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 カドウリツ カイフク ホセイヨサン ニホン トウシ ゾウジンソクケンサジュウショウカヨボウケンキュウヨウ		■新型コロナウィルス変異株による感染拡大										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ		△		■自動車・化学分野で設備投資の回復
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■新型コロナウィルス変異株による感染拡大
（日本での回復遅延等） ニホン カイフク チエン トウ										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用
機器 イヨウ キキ		公立病院 コウリツ ビョウイン		△		■補正予算（国内）による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ホセイ ヨサン コクナイ ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ ドウニュウ サイカイ		■回診車需要は一巡
■コロナ禍による設備導入の延期 カ セツビドウニュウ エンキ								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン		△		■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ドウニュウ		■回診車需要は一巡
■コロナ禍による設備導入の延期										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業
機器 サンギョウ キキ		半導体 ハンドウタイ		◎		■データセンターや５G向け需要の拡大が継続 ム ジュヨウ カクダイ ケイゾク		━								産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ		〇		■産業車両・小型建機の需要回復の継続 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイゾク		━										油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

				航空
機器 コウクウ キキ		民間航空機 ミンカン コウクウキ		×		━		■民間航空機の厳しい状況が継続 ミンカン コウクウキ キビ ジョウキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

												　

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ
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						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q										前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808						▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323						▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%						▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279						▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%						▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808						▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45						+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%						+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45						+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45						+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34						+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0						▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5						▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46						▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34						▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33						+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41						9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1										YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8						- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8						-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5						+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%						+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5						+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5						+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4						+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0						- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5						- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6						- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4						- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3						+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26						9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q										前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057						▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057						▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134						+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134						▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%						+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142						▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98						▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4						▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4						+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38						▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64						▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33						+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26						9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2										YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7						- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4						+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%						+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2						- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8						- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4						- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4						+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8						- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4						- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3						+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ										前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865						▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865						▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179						+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179						+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%						+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187						+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132						+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7						▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5						▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85						▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97						▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65						+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26						9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H										YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017						Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5						- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9						+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%						+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7						+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2						+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9						- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8						- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5						- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7						- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5						+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ										前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926						+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101						+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%						+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107						+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81						+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80						▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36						+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36						+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22						+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33						+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3										YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6						+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1						+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%						+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7						+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1						+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8						- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4						+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6						+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2						+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3						+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ										前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791						▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280						+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%						+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288						+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214						+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7						▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1						+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121						▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119						▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98						+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q										Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019						Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1						- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0						+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%						+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8						+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4						+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7						- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1						+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1						- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9						- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8						+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイ ヨソウヒ				前年比 ゼンネン ヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021
新予想 シン ヨソウ		FY2021
前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率		増減額 ゾウゲン ガク		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		━		+0.4pt		━		+0.3pt								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.00		105.00		106.11		+1.00		+1.0%		▲ 0.11		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.00		120.00		123.75		+3.00		+2.5%		▲ 0.75		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		0				+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		0				+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		0				+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41						9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year										YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5						+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7						+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%						+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4						+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1						+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1						- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8						- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7						+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5						+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5						+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q										前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144						+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218						▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%						▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196						▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147						+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2						▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2						▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36						+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26						+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57						▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4										YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4						+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8						- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%						-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6						- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7						+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2						- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2						- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6						+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6						+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7						- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ										目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ						差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850						+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460						+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%						+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450						+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330						+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0						+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0						+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160						+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120						+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150						+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

												増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測機器 ケイソク キキ		2,640		2,550		2,486		+155		+6%		+90				460		430		425		+35		+8%		+30				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt

				医用機器 イヨウ キキ		670		670		669		+1		+0%		+0				40		40		44		▲ 4		▲8%		+0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt

				産業機器 サンギョウ キキ		515		505		451		+64		+14%						50		50		41		+9		+21%						9.7%		9.9%		9.1%		+0.6pt

				航空機器 コウクウ キキ		230		230		286		▲ 56		▲19%		+0				2		2		1		+1		+199%		+0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt

				その他 タ		45		45		44		+1		+2%		+0				7		7		10		▲ 3		▲29%		+0				11.1%		11.1%		16.2%		▲5.1pt

				調整額 チョウセイ ガク		━														▲ 29		▲ 29		▲ 23		▲ 6		━		+0				━

				合計 ゴウケイ		4,100		4,000		3,935		+165		+4%		+100				530		500		497		+33		+7%		+30				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		255.0		248.6		+15.5		+6%		+9.0				46.0		43.0		42.5		+3.5		+8%		+3.0				17.4%		16.9%		17.1%		+0.3pt



				MED		67.0		67.0		66.9		+0.1		+0%		+0.0				4.0		4.0		4.4		-0.4		▲8%		+0.0				6.0%		6.0%		6.5%		▲0.6pt



				IM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				AE		23.0		23.0		28.6		-5.6		-19%		+0.0				0.2		0.2		0.1		+0.1		+199%		+0.0				0.9%		0.9%		0.2%		+0.6pt



				Other		4.5		4.5		4.4		+0.1		+2%		+0.0				0.7		0.7		1.0		-0.3		-29%		+0.0				14.0%		15.6%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																-2.9		-2.9		-2.3		-0.6				+0.0

				Total		410.0		400.0		393.5		+16.5		+4%		+10.0				53.0		50.0		49.7		+3.3		+7%		+3.0				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		825		793		+123		+15%		+90				209		179		180		+29		+16%		+30				22.8%		21.7%		22.7%		+0.2pt



				医用 イヨウ		167		167		178		▲ 11		▲6%		+0				27		27		34		▲ 7		▲21%		+0				16.2%		16.2%		19.3%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		17		17		92		▲ 75		▲81%		+0				(2)		(2)		3		▲ 6		▲166%		+0				-12.7%		-12.7%		3.6%		▲16.3pt



				その他 タ		(3)		(3)		(20)		+17		▲84%		+0				(1)		(1)		3		▲ 4		▲150%		+0				-72.9%		-72.9%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲11		▲11		▲6		▲ 4				+0

				合計 ゴウケイ		1,309		1,209		1,153		+156		+14%		+100				250		220		222		+29		+13%		+30				19.1%		18.2%		19.2%		▲0.1pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280		+160		+7%		▲125				410		415		335		+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620		+35		+6%		▲55				33		27		24		+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425		+15		+4%		▲10				40		37		37		+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285		▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6		▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40		+0		+0%		▲35				5		13		5		+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 30		▲ 31		▲ 27		▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650		+200		+5%		▲250				460		470		380		+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098		+42		+4%		▲1425				173		415		172		+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306		+9		+3%		▲395				13		27		11		+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205		+40		+19%		▲205				23		37		17		+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160		▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4		▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19		+0		+1%		▲56				2		13		2		+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 11		▲ 31		▲ 9		▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788		+27		+2%		▲2285				194		470		196		▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,388		+112		+8%		▲1065				287		2,565		253		+34		+13%		▲2278				19.1%		100.0%		18.2%		+0.9pt



				医用 イヨウ		355		710		363		▲ 8		▲2%		▲355				27		710		33		▲ 6		▲17%		▲683				7.6%		100.0%		9.0%		▲1.4pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100.0%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		135		300		126		+9		+7%		▲165				7		300		▲3		+10		▲305%		▲293				5.2%		100.0%		-2.7%		+7.9pt



				その他 タ		26		75		25		+1		+3%		▲49				5		75		8		▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 14		▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,147		+138		+6%		▲1815				336		4,100		301		+35		+12%		▲3764				14.7%		100.0%		14.0%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		761		+111		+15%		▲1693				176		415		174		+2		+1%		▲239				20.2%		16.2%		22.8%		▲2.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166		+32		+19%		▲2367				20		415		31		▲ 11		▲35%		▲395				10.1%		16.2%		18.6%		▲8.5pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		73		+2		+3%		▲2490				▲2		415		▲4		+2		▲53%		▲417				-2.2%		16.2%		-4.8%		+2.6pt



				その他 タ		16		2,565		(4)		+20		▲482%		▲2549				1		415		2		▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲5		▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,144		+168		+15%		▲1253				203		415		218		▲ 15		▲7%		▲212				15.5%		16.2%		19.0%		▲3.6pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637		+77		+37%		▲1693				176		415		152		+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169		+23		+17%		▲2367				20		415		20		▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		122		▲ 4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!		▲ 2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		63		▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1		▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14		▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0		+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0										▲14		415		▲11		▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005		+85		+31%		▲1253				203		415		186		+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825		+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739		+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749		+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970		▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002		+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287		+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ		予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265		+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017		+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141		+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43		▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376		▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756		+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721		+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035		+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182		+160		+14%		▲1223				238		415		163		+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314		+35		+11%		▲2216				22		415		13		+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220		+15		+7%		▲2330				23		415		20		+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125		▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2		▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21		+0		+0%		▲2544				3		415		3		+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲21		415		(18)		▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862		+200		+11%		▲503				264		415		184		+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545		▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61		+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145		+6		+4%		▲2414				2		415		1		+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		98		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		6.4%		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		40		2,565		62		▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1		▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8		▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5		▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																(7)		415		(9)		+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858		▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66		▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874		▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1		+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)		+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17		+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7		+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																61		415		61		+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0		+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+0%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+0%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+0%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+0%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+0%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+0%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+0%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+0%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+0%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+0%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				+0%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				+0%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+0%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+0%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+0%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				+0%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				+0%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+0%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				213		169		+44		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				69		54		+15		+28%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+29%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				167		137		+31		+23%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				61		51		+10		+20%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				208		288		▲79		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				212		196		+16		+8%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲16%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(54)		(16)		▲38		+236%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				60		87		▲27		▲31%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.8		28.8		-7.9		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-16%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.4)		(1.6)		-3.8		+236%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				21.2		19.6		+1.6		+8%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				6.0		8.7		-2.7		-31%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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・計測：増収増益 ■医薬、食品、新型コロナウイルス感染症の陰性証明等のヘルスケア分野、カーボンニュートラル推進による
環境・エネルギー市場等、需要増が見込まれる市場への取り組みを推進

・医用：微増減益 ■回診用X線撮影装置需要の減少を、X線TV・血管撮影システムの拡販により補うが、研究開発増などにより
減益予想

・産業：増収増益 ■５G対応機器やデーターセンター需要拡大で半導体製造装置向けTMP増加。設備投資増で油圧機器も増加
・航空：減収増益 ■民間航空機を中心に厳しい市況が継続するが、固定費削減などで黒字を確保

セグメント別通期業績予想

前年比
増減額 増減率 増減額 増減率 増減

計測機器 2,640 2,550 2,486 +90 +155 +6% 460 430 418 +30 +42 +10% 17.4% 16.8% +0.6pt
医用機器 670 670 669 0 +1 +0% 40 40 50 0 ▲ 10 ▲20% 6.0% 7.5% ▲1.5pt
産業機器 515 505 451 +10 +64 +14% 50 50 34 0 +16 +47% 9.7% 7.4% +2.3pt
航空機器 230 230 286 0 ▲ 56 ▲19% 2 2 9 0 ▲ 7 ▲78% 0.9% 3.1% ▲2.2pt
その他 45 45 44 0 +1 +2% 7 7 10 0 ▲ 3 ▲29% 10.4% 16.2% ▲5.8pt
調整額 ▲ 29 ▲ 29 ▲ 23 0 ▲ 6 ━
合計 4,100 4,000 3,935 +100 +165 +4% 530 500 497 +30 +33 +7% 12.9% 12.6% +0.3pt

単位: 億円

━ ━

売上高 営業利益 営業利益率
FY2021
新予想

FY2021
前回予想 FY2020

前年比 FY2021
新予想

FY2021
前回予想 FY2020

前年比 FY2021
新予想

FY2020前回予想比 前回予想比

＊セグメントごとの業績をより適切に管理するため、当第1四半期から管理部門費をより合理的な配賦方法に変更している。前年比較については、前年の数値を新配賦方法に基づき組替えている。


事業セグメント構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ		2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク		65%		59%		61%

		医用 イヨウ		15%		16%		17%

		産業 サンギョウ		14%		13%		12%

		航空 コウクウ		4%		10%		8%

		その他 タ		1%		1%		2%



		計測 ケイソク		61,305		47,653		49,661

		医用 イヨウ		14,487		13,106		13,385

		産業 サンギョウ		12,960		10,368		9,320

		航空 コウクウ		4,141		8,175		6,558

		その他 タ		1,403		872		1,850

		TTL		94,298		80,176		80,776



















計測機器構成

		1Q売上高比 ウリアゲダカ ヒ				2022.3期 キ		2021.3期 キ		2020.3期 キ

		計測 ケイソク				65%		59%		61%

				LC		19%		17%		18%

				MS		11%		11%		12%

				GC		6%		6%		6%

				PCR関連 カンレン		3%		0%		0%



		計測 ケイソク				61,305		47,653		49,661

		LC				17,492		13,776		14,491

		MS				10,790		8,877		9,294

		GC				5,970		4,900		4,968

		PCR				3,100		400		0

		TTL				94,298		80,176		80,776



















計測機器BUの主な増加

		1Q売上高増加 ウリアゲ ダカ ゾウカ				増加額（億円） ゾウカガク オクエン		増加率 ゾウカリツ

		計測Total ケイソク				137		29%

		BU
等 トウ		LC-BU		37		27%

				感染症関連 カンセンショウ カンレン		26		650%

				MS-BU		19		22%

				GC・TA-BU		11		22%

				環境-BU カンキョウ		6		22%

				独自品 ドクジヒン		15		44%

				非事業 ヒジギョウ		10		74%

































計測機器_地域別・重点機種売上高

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		216		35%		171		36%		169		34%		193		37%

				北米 ホクベイ		73		12%		54		11%		58		12%		55		11%

				欧州 オウシュウ		63		10%		49		10%		54		11%		56		11%

				中国 チュウゴク		169		28%		137		29%		124		25%		134		26%

				その他のアジア		65		11%		51		11%		67		13%		56		11%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		計測Total ケイソク				613		100%		477		100%		497		100%		516		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		重点機種Total ジュウテンキシュ		343		56%		276		58%		288		58%		274		53%

				LC		175		29%		138		29%		145		29%		140		27%

				MS		108		18%		89		19%		93		19%		80		16%

				GC		60		10%		49		10%		50		10%		54		10%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













医用機器_地域別・X線撮影装置

		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		主要地域 シュヨウ チイキ		日本 ニホン		82		57%		67		51%		81		60%		76		54%

				北米 ホクベイ		20		14%		20		15%		17		13%		23		16%

				欧州 オウシュウ		7		5%		8		6%		7		5%		10		7%

				中国 チュウゴク		10		7%		13		10%		8		6%		11		8%

				その他のアジア		12		8%		10		8%		10		7%		11		8%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ



		1Q売上高（億円） ウリアゲ ダカ オクエン				2022.3期 キ				2021.3期 キ				2020.3期 キ				2019.3期 キ

		医用Total イヨウ				145		100%		131		100%		134		100%		142		100%

		重点機種 ジュウテンキシュ		X線Total セン		102		70%		100		76%		97		72%		107		75%

				XTV		33		23%		30		23%		30		22%		35		25%

				CVS		9		6%		11		8%		19		14%		17		12%

				撮影 サツエイ		60		41%		59		45%		48		36%		55		39%

		※各期の右側は構成率 カク キ ミギガワ コウセイリツ













産業機器_TMP

		（億円） オクエン				2020.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

		TMP				37		34		45		55		171

						2021.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						54		46		48		60		208

						2022.3期 キ

						1Q：4-6月 ガツ		2Q：7-9月 ガツ		3Q：10-12月 ガツ		4Q：1-3月 ガツ		年間 ネンカン

						63		未 ミ
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&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書_p.4

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										fy2021 1Q																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																単位：億円		1Q：4-6月 ガツ				前年比 ゼン ネン ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲンガク		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		━								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均為替レート：米ドル（円） カワセ		109.53		107.67		+1.86		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  　　　ユーロ（円）		132.00		118.50		+13.50		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+2										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																Units: Billions of yen		Q1：Apr-Jun				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio																FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.2										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 15								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		36		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.5								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.6		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減_p.5

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別_p.6

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネン ヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2021		実質 ジッシツ		FY2020		前年比 ゼンネンヒ						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン																増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測機器 ケイソク キキ		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt

				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用機器 イヨウ キキ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+7		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt

				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業機器 サンギョウ キキ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt

				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空機器 コウクウ キキ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		━				-8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt

				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		━				-1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク		━												▲ 4		▲ 2		▲ 5		+1		━				━										調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.4		-0.5		-0.5		+0.1		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F
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						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+19%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+29%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+23%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント
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				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	
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		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%						Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	
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		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



8_航空_p.12_

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		防衛 ボウエイ		10		11				50				72		32		342%		17%		342%		44%

		民航 タミ コウ		50		44				15				10		9		-66%		-12%		-66%		-33%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				5.0				7.2

		Defense		5.0		4.4				1.5				1.0

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50	72	32	民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15	10	9	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減
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				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業
セグメント ジギョウ		分野 ブンヤ		見通し ミトオ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

										プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測
機器 ケイソク キキ		ヘルスケア		◎		■変異株の陽性診断及び新型コロナウィルス陰性　
　証明検査需要の増加
　全自動PCR検査装置の増加の継続
■製薬品の自国生産回帰による需要拡大
■食品安全分での需要拡大 ヘンイカブ ヨウセイ シンダン オヨ シンガタ インセイ ショウメイ ケンサ ジュヨウ ゾウカ ゾウカ ケイゾク セイヤク ヒン ジコクセイサン カイキ ジュヨウ カクダイ ショクヒン アンゼンブン ジュヨウ カクダイ		■新型コロナウィルス変異株による感染拡大 シンガタ ヘンイカブ カンセンカクダイ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン

						官庁・大学 ダイガク		○		■ラボの稼働率回復、補正予算（日本）による
　投資増
■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 カドウリツ カイフク ホセイヨサン ニホン トウシ ゾウジンソクケンサジュウショウカヨボウケンキュウヨウ		■新型コロナウィルス変異株による感染拡大										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ		△		■自動車・化学分野で設備投資の回復
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■新型コロナウィルス変異株による感染拡大
（日本での回復遅延等） ニホン カイフク チエン トウ										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用
機器 イヨウ キキ		公立病院 コウリツ ビョウイン		△		■補正予算（国内）による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ホセイ ヨサン コクナイ ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ ドウニュウ サイカイ		■回診車需要は一巡
■コロナ禍による設備導入の延期 カ セツビドウニュウ エンキ								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン		△		■コロナ禍で延期されていた設備導入の再開 ドウニュウ		■回診車需要は一巡
■コロナ禍による設備導入の延期										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業
機器 サンギョウ キキ		半導体 ハンドウタイ		◎		■データセンターや５G向け需要の拡大が継続 ム ジュヨウ カクダイ ケイゾク		━								産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ		〇		■産業車両・小型建機の需要回復の継続 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイゾク		━										油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

				航空
機器 コウクウ キキ		民間航空機 ミンカン コウクウキ		×		━		■民間航空機の厳しい状況が継続 ミンカン コウクウキ キビ ジョウキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

												　

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ
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						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q										前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808						▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323						▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%						▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279						▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%						▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808						▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45						+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%						+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45						+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45						+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34						+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0						▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5						▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46						▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34						▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33						+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41						9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1										YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8						- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8						-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5						+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%						+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5						+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5						+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4						+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0						- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5						- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6						- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4						- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3						+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26						9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q										前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057						▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057						▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134						+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134						▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%						+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142						▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98						▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4						▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4						+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38						▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64						▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33						+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26						9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2										YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7						- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4						+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%						+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2						- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8						- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4						- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4						+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8						- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4						- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3						+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ										前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865						▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865						▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179						+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179						+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%						+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187						+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132						+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7						▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5						▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85						▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97						▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65						+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26						9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H										YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017						Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5						- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9						+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%						+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7						+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2						+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9						- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8						- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5						- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7						- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5						+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ										前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926						+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101						+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%						+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107						+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81						+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80						▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36						+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36						+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22						+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33						+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3										YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6						+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1						+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%						+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7						+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1						+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8						- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4						+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6						+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2						+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3						+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ										前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791						▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280						+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%						+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288						+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214						+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7						▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1						+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121						▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119						▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98						+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q										Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019						Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1						- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0						+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%						+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8						+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4						+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7						- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1						+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1						- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9						- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8						+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイ ヨソウヒ				前年比 ゼンネン ヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2021
新予想 シン ヨソウ		FY2021
前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率		増減額 ゾウゲン ガク		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		━		+0.4pt		━		+0.3pt								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.00		105.00		106.11		+1.00		+1.0%		▲ 0.11		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.00		120.00		123.75		+3.00		+2.5%		▲ 0.75		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		0				+28								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		0				+15										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		0				+10										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41						9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%						ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year										YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5						+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7						+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%						+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4						+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1						+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1						- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8						- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7						+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5						+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5						+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q										前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019						差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144						+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218						▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%						▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196						▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147						+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2						▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2						▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36						+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26						+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57						▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4										YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019						Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4						+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8						- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%						-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6						- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7						+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2						- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2						- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6						+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6						+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7						- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ										目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ						差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850						+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460						+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%						+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450						+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330						+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0						+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0						+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160						+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120						+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150						+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2022.3期事業セグメント別予想_p.16 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン		売上高 ウリアゲ ダカ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前年比 ゼンネン ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021
新予想 シンヨソウ		FY2021
期初予想 キショ ヨソウ		FY2020		前年比 ゼンネン ヒ

														増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測機器 ケイソク キキ		2,640		2,550		2,486		+90		+155		+6%		+90				460		430		418		+30		+42		+10%		+30				17.4%		16.9%		16.8%		+0.6pt

				医用機器 イヨウ キキ		670		670		669		0		+1		+0%		+0				40		40		50		0		▲ 10		▲20%		+0				6.0%		6.0%		7.5%		▲1.5pt

				産業機器 サンギョウ キキ		515		505		451		+10		+64		+14%						50		50		34		0		+16		+47%						9.7%		9.9%		7.4%		+2.3pt

				航空機器 コウクウ キキ		230		230		286		0		▲ 56		▲19%		+0				2		2		9		0		▲ 7		▲78%		+0				0.9%		0.9%		3.1%		▲2.2pt

				その他 タ		45		45		44		0		+1		+2%		+0				7		7		10		0		▲ 3		▲29%		+0				10.4%		11.1%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク		━																▲ 29		▲ 29		▲ 23		0		▲ 6		━		+0				━

				合計 ゴウケイ		4,100		4,000		3,935		+100		+165		+4%		+100				530		500		497		+30		+33		+7%		+30				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		255.0		248.6				+15.5		+6%		+9.0				46.0		43.0		41.8				+4.2		+10%		+3.0				17.4%		16.9%		16.8%		+0.6pt



				MED		67.0		67.0		66.9				+0.1		+0%		+0.0				4.0		4.0		5.0				-1.0		▲20%		+0.0				6.0%		6.0%		7.5%		▲1.5pt



				IM		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				AE		23.0		23.0		28.6				-5.6		-19%		+0.0				0.2		0.2		0.9				-0.7		▲78%		+0.0				0.9%		0.9%		3.2%		▲2.3pt



				Other		4.5		4.5		4.4				+0.1		+2%		+0.0				0.7		0.7		1.0				-0.3		-29%		+0.0				14.0%		15.6%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.9		-2.3				-0.6				+0.0

				Total		410.0		400.0		393.5				+16.5		+4%		+10.0				53.0		50.0		49.7				+3.3		+7%		+3.0				12.9%		12.5%		12.6%		+0.3pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		825		793				+123		+15%		+90				209		179		173				+36		+21%		+30				22.8%		21.7%		21.8%		+1.0pt



				医用 イヨウ		167		167		178				▲ 11		▲6%		+0				27		27		41				▲ 14		▲33%		+0				16.2%		16.2%		22.9%		▲6.6pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		17		17		92				▲ 75		▲81%		+0				(2)		(2)		12				▲ 14		▲119%		+0				-12.7%		-12.7%		12.7%		▲25.3pt



				その他 タ		(3)		(3)		(20)				+17		▲84%		+0				(1)		(1)		3				▲ 4		▲150%		+0				-72.9%		-72.9%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲11		▲6				▲ 4				+0

				合計 ゴウケイ		1,309		1,209		1,153				+156		+14%		+100				250		220		222				+29		+13%		+30				19.1%		18.2%		19.2%		▲0.1pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098				+42		+4%		▲1425				173		415		172				+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306				+9		+3%		▲395				13		27		11				+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205				+40		+19%		▲205				23		37		17				+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160				▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4				▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19				+0		+1%		▲56				2		13		2				+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 11		▲ 31		▲ 9				▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788				+27		+2%		▲2285				194		470		196				▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,388				+112		+8%		▲1065				287		2,565		246				+41		+17%		▲2278				19.1%		100.0%		17.8%		+1.4pt



				医用 イヨウ		355		710		363				▲ 8		▲2%		▲355				27		710		39				▲ 12		▲31%		▲683				7.6%		100.0%		10.7%		▲3.1pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		450		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		100.0%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		135		300		126				+9		+7%		▲165				7		300		+5				+2		+42%		▲293				5.2%		100.0%		3.9%		+1.3pt



				その他 タ		26		75		25				+1		+3%		▲49				5		75		8				▲ 3		▲36%		▲70				14.9%		80.6%		23.8%		▲8.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 18		300		▲ 14				▲ 4		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,147				+138		+6%		▲1815				336		4,100		301				+35		+12%		▲3764				14.7%		100.0%		14.0%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		761				+111		+15%		▲1693				176		415		167				+9		+5%		▲239				20.2%		16.2%		21.9%		▲1.8pt



				医用 イヨウ		198		2,565		166				+32		+19%		▲2367				20		415		37				▲ 17		▲46%		▲395				10.1%		16.2%		22.4%		▲12.3pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		73				+2		+3%		▲2490				▲2		415		5				▲ 6		▲134%		▲417				-2.2%		16.2%		6.6%		▲8.8pt



				その他 タ		16		2,565		(4)				+20		▲482%		▲2549				1		415		2				▲ 0		▲6%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0												▲14		415		▲5				▲ 10		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,144				+168		+15%		▲1253				203		415		218				▲ 15		▲7%		▲212				15.5%		16.2%		19.0%		▲3.6pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637				+77		+37%		▲1693				176		415		152				+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169				+23		+17%		▲2367				20		415		20				▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		122				▲ 4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		ERROR:#REF!				▲ 2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		75		2,565		63				▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1				▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14				▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0				+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0												▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005				+85		+31%		▲1253				203		415		186				+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545				▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61				+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145				+6		+4%		▲2414				2		415		1				+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		ERROR:#REF!		2,565		98				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		415		6				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		16.2%		6.4%		ERROR:#REF!



				航空 コウクウ		40		2,565		62				▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1				▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8				▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5				▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(9)				+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858				▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66				▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874				▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		61		415		61				+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+0%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+0%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+0%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+0%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+0%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+0%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+0%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+0%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+0%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加
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19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+0%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+0%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				+0%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				+0%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+0%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+0%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+0%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				+0%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				+0%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+0%		+17%		-4%		+34%		+6%
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17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				37%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				37%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				213		169		+44		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				69		54		+15		+28%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+29%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				167		137		+31		+23%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				61		51		+10		+20%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				208		288		▲79		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				212		196		+16		+8%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲16%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(54)		(16)		▲38		+236%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				60		87		▲27		▲31%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.8		28.8		-7.9		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-16%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.4)		(1.6)		-3.8		+236%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				21.2		19.6		+1.6		+8%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				6.0		8.7		-2.7		-31%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+16%		・新型コロナウイルス検査試薬キット好調
・医薬・医療向け増加 シンガタ ケンサ シヤク コウチョウ イヤク イリョウ ム ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲4%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+7%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.8%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		20.6%

		その他 ホカ		26.0%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+7%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+16%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.8%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		20.6%

				Others		26.0%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.34799999999999998	0.186	0.20599999999999999	0.26	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ								+0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		143		▲51		▲35%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		18		+5		+28%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		9		+3		+33%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		17		▲4		▲23%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		12		+7		+55%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2		14.3		-5.1		-35%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.8		+0.5		+28%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2		0.9		+0.3		+33%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3		1.7		-0.4		-23%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9		1.2		+0.7		+55%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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お問い合せ先：㈱島津製作所
コーポレート・コミュニケーション部 IRグループ

電話：075-823-1673 E-Mail：ir@group.shimadzu.co.jp

本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は、経済情勢・為替・テクノロジーなど
様々な外部変動要素により、事前見通しと大きく異なる結果となることがあります。

最終ページ
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補足資料

補足資料扉ページ
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ヘルスケア
38%

産業関連
19%

大学・官公庁
15%

その他
28%

・ ヘルスケア ：新型コロナウイルス検出試薬キットおよび医薬向けにLC、MSが増加
・ 産業関連 ：設備投資はグローバルで回復基調にあるが、その中で日本の回復は鈍い
・ 大学・官公庁 ：大学や官公庁の予算執行が進む

市場別売上構成比

計測機器／市場別売上高比率

市場と主な業界 前同比 概況

産業関連
　•化学・素材
  •電機
  •自動車

+15% ・大学は欧米で増加
・官公庁は延期・凍結されていた予算執行が進む大学・官公庁

+38%

+5%

・新型コロナウイルス検出試薬キット、
　全自動PCR検査装置が貢献
・医薬向けにLC・MSが増加

ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業

・設備投資はグローバルで回復基調にあるが、
　その中で日本の回復は鈍い


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		FY2020		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		-								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		109.5		107.7		+1.9		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93				98.3%				105		14

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		132.0		118.5		+13.5		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625				89.8%				120		6



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+3										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.3										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 16								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		35		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.6								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.5		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+5		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		-				▲8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		-				▲1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 2		▲ 5		+0		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+24%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+35%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+29%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				216		171		+45		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ				397		306		+92		+30%		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				73		54		+19		+35%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+28%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				169		137		+33		+24%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				65		51		+14		+27%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				205		286		▲81		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				209		196		+13		+6%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲15%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(56)		(16)		▲40		+248%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				56		87		▲31		▲35%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.5		28.6		-8.1		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-15%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.6)		(1.6)		-4.0		+248%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				20.9		19.6		+1.3		+6%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				5.6		8.7		-3.1		-35%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+38%		・新型コロナウイルス検出試薬キット、
　全自動PCR検査装置が貢献
・医薬向けにLC・MSが増加 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼン ジドウ ケンサソウチ コウケン イヤク ム ゾウカゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						+5%		・設備投資はグローバルで回復基調にあるが、
　その中で日本の回復は鈍い

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+15%		・大学は欧米で増加
・官公庁は延期・凍結されていた予算執行が進む ダイガク オウベイ ゾウカ カンコウチョウ ヨサン シッコウ ススム





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		38.3%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		14.7%

		その他 ホカ		28.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+15%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+38%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		38.3%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		14.7%

				Others		28.4%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	




8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				83		67		+16		+24%		▲15%				・補正予算需要が貢献
・アフターマーケット事業が拡大

																												海外 カイガイ				62		64		▲2		▲3%		ERROR:#REF!				・設備投資は回復傾向にあるが、回診用Ｘ線撮置の減少を補えず セツビ トウシ カイフク ケイコウ カイシン オギナ								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		+1		+3%		+14%				・医療機関の設備投資が回復基調にあり、Ｘ線TVシステムなどが増加

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				7		8		▲1		▲13%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置の需要が減少

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				10		13		▲3		▲25%		+34%				・中小規模病院の設備投資が停滞

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				12		9		+2		+24%		▲9%				・東南アジアにおいてＸ線TVシステムなどが増加







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				76		156		▲80		▲51%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				85		61		+24		+39%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		16		+7		+41%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				13		8		+5		+64%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				17		12		+5		+45%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				17		13		+4		+33%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				7.6		15.6		-8.0		-51%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.6		+0.7		+41%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.3		0.8		+0.5		+64%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.7		1.2		+0.5		+45%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.7		1.3		+0.4		+33%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96		16%		ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0		37%		Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99		33%		油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%				25%		Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15.23	9.7000000000000028	9.259999999999998	防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50.349999999999994	72.05	32.15	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲305		▲100%		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲38.0pt		-		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲244		▲100%		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲30.4pt		-		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲786		▲100%		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		▲61		▲100%		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		▲7.6pt		-		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		▲51		▲100%		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		▲62		▲100%		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		▲42		▲100%		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲118.5		ERROR:#DIV/0!		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		ERROR:#VALUE!				▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 26				▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		- 6.1		▲100%		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		▲7.6pt		—		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		▲100%		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		- 6.2		▲100%		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		- 4.2		▲100%		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 118.5		ERROR:#DIV/0!		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		ERROR:#VALUE!				- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 2.6				- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲974		▲100%		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		▲136		▲100%		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲132		▲100%		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		▲13.7pt		-		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲133		▲100%		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲98		▲100%		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		▲124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		ERROR:#VALUE!				▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 34				▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		- 13.6		▲100%		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		▲13.7pt				+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 13.3		▲100%		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 9.8		▲100%		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		- 124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		ERROR:#VALUE!				- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.4				- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲1760		▲100%		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		▲196		▲100%		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		▲182		▲100%		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		▲11.0pt		-		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		▲195		▲100%		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		▲139		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲121.3		▲100.0%		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 59				▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		▲ 76				+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		- 19.6		▲100%		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		▲11.0pt				+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		- 19.5		▲100%		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		- 13.9		▲100%		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 121.3		-100.0%		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 5.9				- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		- 7.6				+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		▲131		▲100%		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		▲13.4pt		-		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		▲130		▲100%		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		▲97		▲100%		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		▲124.57		▲100.0%		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1				+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		▲ 46				+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		▲ 39				+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		- 13.1		-100%		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		▲13.4pt		—		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		- 13.0		▲100%		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		- 9.7		▲100%		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		- 124.6		-100.0%		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		- 4.6				+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		- 3.9				+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		▲327		▲100%		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		▲11.9pt		-		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		▲325		▲100%		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		▲236		▲100%		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		▲122.4		▲100.0%		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 105				▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		▲ 115				+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		- 32.7		▲100%		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		▲11.9pt				+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		- 32.5		▲100%		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		- 23.6		▲100%		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		- 122.4		-100.0%		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 10.5				- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		- 11.5				+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイヨソウヒ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		+0.4pt		-		+0.3pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0		105.0		106.1		+1.0		+1%		▲0.1		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.0		120.0		123.8		+3.0		+3%		▲0.8		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+0				+28				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+0				+15						設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+0				+10						減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		- 53.0		-100%		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		-12.9pt		—		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		- 52.0		-100%		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		- 39.0		-100%		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		+1.0		+1%		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		+3.0		+3%		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		ERROR:#VALUE!				+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		- 16.0				+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		- 16.5				+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲203		▲100%		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲15.1pt		-		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		+355		▲100%		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		▲154		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲120.1		▲100.0%		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		ERROR:#VALUE!				+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		▲ 55				+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 50				▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 20.3		-100%		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-15.1pt		—		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 19.5		-18%		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		- 15.4		-100%		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 120.1		-100.0%		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		- 5.5				+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 5.0				- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		▲530		▲100%		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		▲12.9pt		-		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		▲520		▲100%		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		▲390		▲100%		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		▲123.0		▲100%		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		ERROR:#VALUE!				+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		▲ 160				+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		▲ 165				+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,640		2,565		2,550		2,486		+90		+155		+6%		+75				460		415		430		418		+30		+42		+10%		+45				17.4%		16.2%		16.8%		+0.6pt



				医用 イヨウ		670		710		670		669		+0		+1		+0%		▲40				40		27		40		50		+0		▲ 10		▲20%		+13				6.0%		3.8%		7.5%		▲1.5pt



				産業 サンギョウ		515		450		505		452		+10		+63		+14%		+65				50		37		50		34		+0		+16		+49%		+13				9.7%		8.2%		7.4%		+2.3pt



				航空 コウクウ		230		300		230		286		+0		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		2		9		+0		▲ 7		▲77%		▲7				0.9%		3.0%		3.1%		▲2.2pt



				その他 タ		45		75		45		44		+0		+1		+2%		▲30				7		13		7		10		+0		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 29		▲ 31		▲ 29		▲ 23				▲ 6		-		+2

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		4,000		3,935		+100		+165		+4%		+0				530		470		500		497		+30		+33		+7%		+60				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt









						Net Sales																		Operating Income																		Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen												Changes		Percent Increase/
Decrease																Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		256.5		255.0						+9.0		+4%		+7.5				46.0		41.5		43.0						+3.0		+7%		+4.5				17.4%		16.2%		16.9%		+0.6pt



				MED		67.0		71.0		67.0						+0.0		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.0						+0.0		0%		+1.3				6.0%		3.8%		6.0%		+0.0pt



				IM		51.5		45.0		50.5						+1.0		+2%		+6.5				5.0		3.7		5.0						+0.0		0%		+1.3				9.7%		8.2%		9.9%		▲0.2pt



				AE		23.0		30.0		23.0						+0.0		+0%		-7.0				0.2		0.9		0.2						+0.0		0%		-0.7				0.9%		3.0%		0.9%		+0.0pt



				Other		4.5		7.5		4.5						+0.0		+0%		-3.0				0.7		1.3		0.7						+0.0		+0%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																				-2.9		-3.1		-2.9						+0.0				+0.2

				Total		410.0		410.0		400.0						+10.0		+2%		+0.0				53.0		47.0		50.0						+3.0		+6%		+6.0				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		840		857						+58		+7%		+75				209		164		185						+24		+13%		+45				22.8%		19.5%		21.5%		+1.3pt



				医用 イヨウ		167		207		179						▲ 12		▲7%		▲40				27		14		31						▲ 4		▲12%		+13				16.2%		6.8%		17.2%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		213		148		164						+49		+30%		+65				29		16		17						+12		+70%		+13				13.5%		10.6%		10.3%		+3.2pt



				航空 コウクウ		17		87		37						▲ 19		▲53%		▲70				(2)		5		5						▲ 7		▲147%		▲7				-12.7%		5.5%		12.8%		▲25.4pt



				その他 タ		(3)		27		(19)						+16		▲83%		▲30				(1)		5		(0)						▲ 1		+389%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲11		▲13		▲12						+2				+2

				合計 ゴウケイ		1,309		1,309		1,218						+91		+7%		+0				250		190		224						+26		+12%		+60				19.1%		14.5%		18.4%		+0.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280						+160		+7%		▲125				410		415		335						+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620						+35		+6%		▲55				33		27		24						+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425						+15		+4%		▲10				40		37		37						+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285						▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6						▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40						+0		+0%		▲35				5		13		5						+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 30		▲ 31		▲ 27						▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650						+200		+5%		▲250				460		470		380						+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098						+42		+4%		▲1425				173		415		172						+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306						+9		+3%		▲395				13		27		11						+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205						+40		+19%		▲205				23		37		17						+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160						▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4						▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19						+0		+1%		▲56				2		13		2						+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 11		▲ 31		▲ 9						▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788						+27		+2%		▲2285				194		470		196						▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,452						+48		+3%		▲1065				287		2,565		258						+29		+11%		▲2278				19.1%		100.0%		17.8%		+1.3pt



				医用 イヨウ		355		710		364						▲ 9		▲2%		▲355				27		710		29						▲ 2		▲6%		▲683				7.6%		100.0%		7.9%		▲0.3pt



				産業 サンギョウ		270		450		300						▲ 30		▲10%		▲180				28		450		33						▲ 5		▲16%		▲423				10.2%		100.0%		11.0%		▲0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		70						+65		+93%		▲165				7		300		▲2						+9		▲437%		▲293				5.2%		100.0%		-3.0%		+8.2pt



				その他 タ		26		75		26						▲ 0		▲1%		▲49				5		75		5						+0		+0%		▲70				14.9%		80.6%		14.9%		+0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 18		300		▲ 20						+2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,212						+73		+3%		▲1815				336		4,100		304						+32		+11%		▲3764				14.7%		100.0%		13.7%		+1.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		825						+47		+6%		▲1693				176		415		179						▲ 3		▲2%		▲239				20.2%		16.2%		21.7%		▲1.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		167						+31		+18%		▲2367				20		415		27						▲ 7		▲27%		▲395				10.1%		16.2%		16.2%		▲6.2pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		203						▲ 50		▲25%		▲2412				22		415		29						▲ 7		▲25%		▲394				14.1%		16.2%		14.1%		▲0.0pt



				航空 コウクウ		75		2,565		17						+58		+334%		▲2490				▲2		415		▲2						+1		▲25%		▲417				-2.2%		16.2%		-12.7%		+10.5pt



				その他 タ		16		2,565		(3)						+19		▲601%		▲2549				1		415		▲1						+3		▲211%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,209						+103		+9%		▲1253				203		415		220						▲ 18		▲8%		▲212				15.5%		16.2%		18.2%		▲2.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637						+77		+37%		▲1693				176		415		152						+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169						+23		+17%		▲2367				20		415		20						▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		122						▲ 4		+25%		▲2412				22		415		24						▲ 2		▲9%		▲394				14.1%		16.2%		19.4%		▲5.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63						▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1						▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14						▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0						+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005						+85		+31%		▲1253				203		415		186						+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825						+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739						+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749						+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970						▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002						+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287						+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265						+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017						+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141						+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43						▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376						▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756						+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721						+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035						+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182						+160		+14%		▲1223				238		415		163						+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314						+35		+11%		▲2216				22		415		13						+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220						+15		+7%		▲2330				23		415		20						+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125						▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2						▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21						+0		+0%		▲2544				3		415		3						+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲21		415		(18)						▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862						+200		+11%		▲503				264		415		184						+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545						▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61						+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145						+6		+4%		▲2414				2		415		1						+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		82		2,565		98						▲ 16		▲16%		▲2483				1		415		6						▲ 5		▲77%		▲414				1.7%		16.2%		6.4%		▲4.7pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62						▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1						▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8						▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5						▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				(7)		415		(9)						+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858						▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66						▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874						▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1						+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)						+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17						+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7						+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				61		415		61						+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ		分野 ブンヤ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

												プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測 ケイソク		ヘルスケア				◎		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の
　　海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■医薬のデータインテグリティ需要増
■食品安全分野の需要拡大 シエン イヤク ジュヨウ ゾウ ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナ感染症の簡易検査普及による
　　PCR検査減少
■前年の中国薬典改訂需要の反動減
 シンガタ カンセンショウ カンイ ケンサ フキュウ ケンサ ゲンショウ ジュヨウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				○		■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 ジンソク ケンサ ジュウショウカ ヨボウ ケンキュウ ヨウ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				○		■自動車・化学分野で設備投資の回復を見込む
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■鉄鋼・重工業・航空機は厳しい事業環境が継続 テッコウ ジュウコウギョウ コウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				○		■国内は補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		半導体 ハンドウタイ				◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要大幅増。TMPも好調に推移 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ				〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×				■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

														　

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+26%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+31%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+15%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+22%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				+2%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+26%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+31%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+15%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+22%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				+2%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+24%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+2%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				▲21%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				▲27%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+15%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+24%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+2%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				-21%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				-27%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+15%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+13%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				+34%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				+32%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+13%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				+34%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				+32%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









Sheet4



		94,298,319		80,176,878

		54,981,748		49,708,441

		39,316,571		30,468,437				8,848,134

		41.7%		38.0%		3.7%		5,366,363		3,481,771

		26,897,659		24,382,446				2,515,213

		28.5%		30.4%		-1.9%

		12,418,912		6,085,991

		13.2%		7.6%		5.6%





Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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*重点機種：液体クロマトグラフ（ＬＣ）、質量分析計（ＭＳ）、ガスクロマトグラフ（ＧＣ）

＊FY2020は為替と収益認識基準の影響を除外して比較
FY2021は為替影響を除外

計測機器/重点機種前同比

FY2021
1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q ３Q 4Q FY 1Q

重点機種 +5% +7% +5% ▲10% ▲1% ▲5% +2% +11% +22% +8% +22%

全体 ▲4% +10% +4% ▲11% +1% ▲7% ▲4% +10% +19% +5% +25%

FY2020FY2019


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		FY2020		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		-								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		109.5		107.7		+1.9		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93				98.3%				105		14

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		132.0		118.5		+13.5		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625				89.8%				120		6



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+3										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.3										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 16								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		35		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.6								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.5		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+5		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		-				▲8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		-				▲1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 2		▲ 5		+0		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+24%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+35%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+29%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				216		171		+45		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ				397		306		+92		+30%		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				73		54		+19		+35%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+28%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				169		137		+33		+24%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				65		51		+14		+27%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				205		286		▲81		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				209		196		+13		+6%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲15%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(56)		(16)		▲40		+248%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				56		87		▲31		▲35%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.5		28.6		-8.1		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-15%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.6)		(1.6)		-4.0		+248%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				20.9		19.6		+1.3		+6%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				5.6		8.7		-3.1		-35%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+38%		・新型コロナウイルス検査試薬キット、
　全自動PCR検査装置が貢献
・医薬向けにLC・MSが増加 シンガタ ケンサ シヤク ゼン ジドウ ケンサソウチ コウケン イヤク ム ゾウカゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						+5%		・鉄、石化、電子・電機は回復傾向
・自動車向けは回復が鈍い テツ セキカ デンシ デンキ カイフクケイコウ カイフク ニブ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+15%		・大学は欧米が大学ラボの再開などで増加
・官公庁は延期・凍結されていた
　予算執行が進む ダイガク オウベイ ダイガク サイカイ ゾウカ カンコウチョウ ヨサン シッコウ ススム





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		38.3%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		14.7%

		その他 ホカ		28.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+15%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+38%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		38.3%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		14.7%

				Others		28.4%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	




8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				83		67		+16		+24%		▲15%				・補正予算需要が貢献
・アフターマーケット事業が拡大

																												海外 カイガイ				62		64		▲2		▲3%		ERROR:#REF!				・設備投資は回復傾向にあるが、回診用Ｘ線撮置の減少を補えず セツビ トウシ カイフク ケイコウ カイシン オギナ								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		+1		+3%		+14%				・医療機関の設備投資が回復基調にあり、Ｘ線TVシステムなどが増加

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				7		8		▲1		▲13%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置の需要が減少

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				10		13		▲3		▲25%		+34%				・中小規模病院の設備投資が停滞

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				12		9		+2		+24%		▲9%				・東南アジアにおいてＸ線TVシステムなどが増加







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				76		156		▲80		▲51%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				85		61		+24		+39%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		16		+7		+41%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				13		8		+5		+64%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				17		12		+5		+45%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				17		13		+4		+33%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				7.6		15.6		-8.0		-51%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.6		+0.7		+41%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.3		0.8		+0.5		+64%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.7		1.2		+0.5		+45%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.7		1.3		+0.4		+33%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96		16%		ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0		37%		Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99		33%		油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%				25%		Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15.23	9.7000000000000028	9.259999999999998	防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50.349999999999994	72.05	32.15	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲305		▲100%		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲38.0pt		-		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲244		▲100%		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲30.4pt		-		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲786		▲100%		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		▲61		▲100%		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		▲7.6pt		-		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		▲51		▲100%		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		▲62		▲100%		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		▲42		▲100%		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲118.5		ERROR:#DIV/0!		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		ERROR:#VALUE!				▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 26				▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		- 6.1		▲100%		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		▲7.6pt		—		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		▲100%		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		- 6.2		▲100%		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		- 4.2		▲100%		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 118.5		ERROR:#DIV/0!		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		ERROR:#VALUE!				- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 2.6				- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲974		▲100%		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		▲136		▲100%		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲132		▲100%		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		▲13.7pt		-		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲133		▲100%		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲98		▲100%		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		▲124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		ERROR:#VALUE!				▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 34				▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		- 13.6		▲100%		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		▲13.7pt				+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 13.3		▲100%		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 9.8		▲100%		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		- 124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		ERROR:#VALUE!				- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.4				- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲1760		▲100%		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		▲196		▲100%		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		▲182		▲100%		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		▲11.0pt		-		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		▲195		▲100%		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		▲139		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲121.3		▲100.0%		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 59				▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		▲ 76				+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		- 19.6		▲100%		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		▲11.0pt				+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		- 19.5		▲100%		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		- 13.9		▲100%		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 121.3		-100.0%		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 5.9				- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		- 7.6				+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		▲131		▲100%		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		▲13.4pt		-		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		▲130		▲100%		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		▲97		▲100%		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		▲124.57		▲100.0%		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1				+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		▲ 46				+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		▲ 39				+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		- 13.1		-100%		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		▲13.4pt		—		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		- 13.0		▲100%		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		- 9.7		▲100%		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		- 124.6		-100.0%		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		- 4.6				+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		- 3.9				+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		▲327		▲100%		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		▲11.9pt		-		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		▲325		▲100%		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		▲236		▲100%		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		▲122.4		▲100.0%		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 105				▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		▲ 115				+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		- 32.7		▲100%		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		▲11.9pt				+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		- 32.5		▲100%		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		- 23.6		▲100%		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		- 122.4		-100.0%		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 10.5				- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		- 11.5				+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイヨソウヒ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		+0.4pt		-		+0.3pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0		105.0		106.1		+1.0		+1%		▲0.1		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.0		120.0		123.8		+3.0		+3%		▲0.8		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+0				+28				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+0				+15						設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+0				+10						減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		- 53.0		-100%		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		-12.9pt		—		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		- 52.0		-100%		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		- 39.0		-100%		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		+1.0		+1%		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		+3.0		+3%		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		ERROR:#VALUE!				+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		- 16.0				+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		- 16.5				+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲203		▲100%		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲15.1pt		-		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		+355		▲100%		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		▲154		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲120.1		▲100.0%		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		ERROR:#VALUE!				+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		▲ 55				+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 50				▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 20.3		-100%		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-15.1pt		—		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 19.5		-18%		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		- 15.4		-100%		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 120.1		-100.0%		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		- 5.5				+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 5.0				- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		▲530		▲100%		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		▲12.9pt		-		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		▲520		▲100%		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		▲390		▲100%		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		▲123.0		▲100%		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		ERROR:#VALUE!				+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		▲ 160				+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		▲ 165				+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,640		2,565		2,550		2,486		+90		+155		+6%		+75				460		415		430		418		+30		+42		+10%		+45				17.4%		16.2%		16.8%		+0.6pt



				医用 イヨウ		670		710		670		669		+0		+1		+0%		▲40				40		27		40		50		+0		▲ 10		▲20%		+13				6.0%		3.8%		7.5%		▲1.5pt



				産業 サンギョウ		515		450		505		452		+10		+63		+14%		+65				50		37		50		34		+0		+16		+49%		+13				9.7%		8.2%		7.4%		+2.3pt



				航空 コウクウ		230		300		230		286		+0		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		2		9		+0		▲ 7		▲77%		▲7				0.9%		3.0%		3.1%		▲2.2pt



				その他 タ		45		75		45		44		+0		+1		+2%		▲30				7		13		7		10		+0		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 29		▲ 31		▲ 29		▲ 23				▲ 6		-		+2

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		4,000		3,935		+100		+165		+4%		+0				530		470		500		497		+30		+33		+7%		+60				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt









						Net Sales																		Operating Income																		Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen												Changes		Percent Increase/
Decrease																Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		256.5		255.0						+9.0		+4%		+7.5				46.0		41.5		43.0						+3.0		+7%		+4.5				17.4%		16.2%		16.9%		+0.6pt



				MED		67.0		71.0		67.0						+0.0		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.0						+0.0		0%		+1.3				6.0%		3.8%		6.0%		+0.0pt



				IM		51.5		45.0		50.5						+1.0		+2%		+6.5				5.0		3.7		5.0						+0.0		0%		+1.3				9.7%		8.2%		9.9%		▲0.2pt



				AE		23.0		30.0		23.0						+0.0		+0%		-7.0				0.2		0.9		0.2						+0.0		0%		-0.7				0.9%		3.0%		0.9%		+0.0pt



				Other		4.5		7.5		4.5						+0.0		+0%		-3.0				0.7		1.3		0.7						+0.0		+0%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																				-2.9		-3.1		-2.9						+0.0				+0.2

				Total		410.0		410.0		400.0						+10.0		+2%		+0.0				53.0		47.0		50.0						+3.0		+6%		+6.0				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		840		857						+58		+7%		+75				209		164		185						+24		+13%		+45				22.8%		19.5%		21.5%		+1.3pt



				医用 イヨウ		167		207		179						▲ 12		▲7%		▲40				27		14		31						▲ 4		▲12%		+13				16.2%		6.8%		17.2%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		213		148		164						+49		+30%		+65				29		16		17						+12		+70%		+13				13.5%		10.6%		10.3%		+3.2pt



				航空 コウクウ		17		87		37						▲ 19		▲53%		▲70				(2)		5		5						▲ 7		▲147%		▲7				-12.7%		5.5%		12.8%		▲25.4pt



				その他 タ		(3)		27		(19)						+16		▲83%		▲30				(1)		5		(0)						▲ 1		+389%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲11		▲13		▲12						+2				+2

				合計 ゴウケイ		1,309		1,309		1,218						+91		+7%		+0				250		190		224						+26		+12%		+60				19.1%		14.5%		18.4%		+0.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280						+160		+7%		▲125				410		415		335						+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620						+35		+6%		▲55				33		27		24						+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425						+15		+4%		▲10				40		37		37						+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285						▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6						▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40						+0		+0%		▲35				5		13		5						+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 30		▲ 31		▲ 27						▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650						+200		+5%		▲250				460		470		380						+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098						+42		+4%		▲1425				173		415		172						+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306						+9		+3%		▲395				13		27		11						+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205						+40		+19%		▲205				23		37		17						+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160						▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4						▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19						+0		+1%		▲56				2		13		2						+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 11		▲ 31		▲ 9						▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788						+27		+2%		▲2285				194		470		196						▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,452						+48		+3%		▲1065				287		2,565		258						+29		+11%		▲2278				19.1%		100.0%		17.8%		+1.3pt



				医用 イヨウ		355		710		364						▲ 9		▲2%		▲355				27		710		29						▲ 2		▲6%		▲683				7.6%		100.0%		7.9%		▲0.3pt



				産業 サンギョウ		270		450		300						▲ 30		▲10%		▲180				28		450		33						▲ 5		▲16%		▲423				10.2%		100.0%		11.0%		▲0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		70						+65		+93%		▲165				7		300		▲2						+9		▲437%		▲293				5.2%		100.0%		-3.0%		+8.2pt



				その他 タ		26		75		26						▲ 0		▲1%		▲49				5		75		5						+0		+0%		▲70				14.9%		80.6%		14.9%		+0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 18		300		▲ 20						+2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,212						+73		+3%		▲1815				336		4,100		304						+32		+11%		▲3764				14.7%		100.0%		13.7%		+1.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		825						+47		+6%		▲1693				176		415		179						▲ 3		▲2%		▲239				20.2%		16.2%		21.7%		▲1.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		167						+31		+18%		▲2367				20		415		27						▲ 7		▲27%		▲395				10.1%		16.2%		16.2%		▲6.2pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		203						▲ 50		▲25%		▲2412				22		415		29						▲ 7		▲25%		▲394				14.1%		16.2%		14.1%		▲0.0pt



				航空 コウクウ		75		2,565		17						+58		+334%		▲2490				▲2		415		▲2						+1		▲25%		▲417				-2.2%		16.2%		-12.7%		+10.5pt



				その他 タ		16		2,565		(3)						+19		▲601%		▲2549				1		415		▲1						+3		▲211%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,209						+103		+9%		▲1253				203		415		220						▲ 18		▲8%		▲212				15.5%		16.2%		18.2%		▲2.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637						+77		+37%		▲1693				176		415		152						+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169						+23		+17%		▲2367				20		415		20						▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		122						▲ 4		+25%		▲2412				22		415		24						▲ 2		▲9%		▲394				14.1%		16.2%		19.4%		▲5.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63						▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1						▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14						▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0						+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005						+85		+31%		▲1253				203		415		186						+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825						+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739						+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749						+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970						▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002						+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287						+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265						+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017						+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141						+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43						▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376						▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756						+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721						+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035						+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182						+160		+14%		▲1223				238		415		163						+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314						+35		+11%		▲2216				22		415		13						+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220						+15		+7%		▲2330				23		415		20						+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125						▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2						▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21						+0		+0%		▲2544				3		415		3						+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲21		415		(18)						▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862						+200		+11%		▲503				264		415		184						+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545						▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61						+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145						+6		+4%		▲2414				2		415		1						+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		82		2,565		98						▲ 16		▲16%		▲2483				1		415		6						▲ 5		▲77%		▲414				1.7%		16.2%		6.4%		▲4.7pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62						▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1						▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8						▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5						▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				(7)		415		(9)						+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858						▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66						▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874						▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1						+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)						+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17						+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7						+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				61		415		61						+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ		分野 ブンヤ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

												プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測 ケイソク		ヘルスケア				◎		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の
　　海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■医薬のデータインテグリティ需要増
■食品安全分野の需要拡大 シエン イヤク ジュヨウ ゾウ ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナ感染症の簡易検査普及による
　　PCR検査減少
■前年の中国薬典改訂需要の反動減
 シンガタ カンセンショウ カンイ ケンサ フキュウ ケンサ ゲンショウ ジュヨウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				○		■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 ジンソク ケンサ ジュウショウカ ヨボウ ケンキュウ ヨウ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				○		■自動車・化学分野で設備投資の回復を見込む
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■鉄鋼・重工業・航空機は厳しい事業環境が継続 テッコウ ジュウコウギョウ コウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				○		■国内は補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		半導体 ハンドウタイ				◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要大幅増。TMPも好調に推移 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ				〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×				■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

														　

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+26%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+31%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+15%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+22%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				+2%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+26%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+31%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+15%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+22%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				+2%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+24%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+2%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				▲21%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				▲27%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+15%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+24%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+2%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				-21%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				-27%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+15%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+13%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				+34%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				+32%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+13%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				+34%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				+32%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









Sheet4



		94,298,319		80,176,878

		54,981,748		49,708,441

		39,316,571		30,468,437				8,848,134

		41.7%		38.0%		3.7%		5,366,363		3,481,771

		26,897,659		24,382,446				2,515,213

		28.5%		30.4%		-1.9%

		12,418,912		6,085,991

		13.2%		7.6%		5.6%





Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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＊インドはその他アジアの内数

計測機器/地域別売上高前同比

FY2021
1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q

日本 ▲12% +21% +0% ▲5% +1% ▲11% ▲15% +15% +11% +1% +26%
北米 +4% ▲5% +16% +4% +5% ▲4% +13% ▲8% +5% +1% +31%
欧州 +1% +19% +2% ▲2% +5% ▲5% ▲5% +5% +11% +2% +15%
中国 ▲8% ▲4% +4% ▲40% ▲12% +12% +14% +18% +74% +25% +22%

その他アジア +19% +11% +8% ▲10% +6% ▲25% ▲9% +5% +25% ▲2% +22%

インド +11% ▲3% +27% ▲5% +7% ▲35% ▲4% +4% +22% ▲3% +2%

FY2020FY2019
国

＊FY2020は為替と収益認識基準の影響を除外して比較
FY2021は為替影響を除外


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		FY2020		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		-								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		109.5		107.7		+1.9		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93				98.3%				105		14

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		132.0		118.5		+13.5		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625				89.8%				120		6



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+3										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.3										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 16								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		35		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.6								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.5		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+5		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		-				▲8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		-				▲1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 2		▲ 5		+0		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt
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4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+24%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+35%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+29%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903
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FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				216		171		+45		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ				397		306		+92		+30%		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				73		54		+19		+35%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+28%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				169		137		+33		+24%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				65		51		+14		+27%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				205		286		▲81		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				209		196		+13		+6%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲15%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(56)		(16)		▲40		+248%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				56		87		▲31		▲35%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.5		28.6		-8.1		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-15%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.6)		(1.6)		-4.0		+248%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				20.9		19.6		+1.3		+6%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				5.6		8.7		-3.1		-35%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+38%		・新型コロナウイルス検査試薬キット、
　全自動PCR検査装置が貢献
・医薬向けにLC・MSが増加 シンガタ ケンサ シヤク ゼン ジドウ ケンサソウチ コウケン イヤク ム ゾウカゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						+5%		・鉄、石化、電子・電機は回復傾向
・自動車向けは回復が鈍い テツ セキカ デンシ デンキ カイフクケイコウ カイフク ニブ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+15%		・大学は欧米が大学ラボの再開などで増加
・官公庁は延期・凍結されていた
　予算執行が進む ダイガク オウベイ ダイガク サイカイ ゾウカ カンコウチョウ ヨサン シッコウ ススム





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		38.3%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		14.7%

		その他 ホカ		28.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+15%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+38%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		38.3%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		14.7%

				Others		28.4%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	




8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				83		67		+16		+24%		▲15%				・補正予算需要が貢献
・アフターマーケット事業が拡大

																												海外 カイガイ				62		64		▲2		▲3%		ERROR:#REF!				・設備投資は回復傾向にあるが、回診用Ｘ線撮置の減少を補えず セツビ トウシ カイフク ケイコウ カイシン オギナ								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		+1		+3%		+14%				・医療機関の設備投資が回復基調にあり、Ｘ線TVシステムなどが増加

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				7		8		▲1		▲13%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置の需要が減少

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				10		13		▲3		▲25%		+34%				・中小規模病院の設備投資が停滞

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				12		9		+2		+24%		▲9%				・東南アジアにおいてＸ線TVシステムなどが増加







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				76		156		▲80		▲51%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				85		61		+24		+39%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		16		+7		+41%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				13		8		+5		+64%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				17		12		+5		+45%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				17		13		+4		+33%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				7.6		15.6		-8.0		-51%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.6		+0.7		+41%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.3		0.8		+0.5		+64%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.7		1.2		+0.5		+45%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.7		1.3		+0.4		+33%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96		16%		ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0		37%		Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99		33%		油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%				25%		Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15.23	9.7000000000000028	9.259999999999998	防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50.349999999999994	72.05	32.15	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲305		▲100%		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲38.0pt		-		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲244		▲100%		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲30.4pt		-		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲786		▲100%		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		▲61		▲100%		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		▲7.6pt		-		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		▲51		▲100%		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		▲62		▲100%		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		▲42		▲100%		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲118.5		ERROR:#DIV/0!		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		ERROR:#VALUE!				▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 26				▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		- 6.1		▲100%		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		▲7.6pt		—		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		▲100%		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		- 6.2		▲100%		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		- 4.2		▲100%		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 118.5		ERROR:#DIV/0!		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		ERROR:#VALUE!				- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 2.6				- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲974		▲100%		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		▲136		▲100%		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲132		▲100%		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		▲13.7pt		-		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲133		▲100%		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲98		▲100%		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		▲124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		ERROR:#VALUE!				▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 34				▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		- 13.6		▲100%		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		▲13.7pt				+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 13.3		▲100%		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 9.8		▲100%		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		- 124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		ERROR:#VALUE!				- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.4				- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲1760		▲100%		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		▲196		▲100%		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		▲182		▲100%		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		▲11.0pt		-		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		▲195		▲100%		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		▲139		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲121.3		▲100.0%		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 59				▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		▲ 76				+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		- 19.6		▲100%		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		▲11.0pt				+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		- 19.5		▲100%		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		- 13.9		▲100%		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 121.3		-100.0%		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 5.9				- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		- 7.6				+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		▲131		▲100%		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		▲13.4pt		-		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		▲130		▲100%		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		▲97		▲100%		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		▲124.57		▲100.0%		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1				+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		▲ 46				+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		▲ 39				+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		- 13.1		-100%		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		▲13.4pt		—		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		- 13.0		▲100%		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		- 9.7		▲100%		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		- 124.6		-100.0%		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		- 4.6				+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		- 3.9				+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		▲327		▲100%		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		▲11.9pt		-		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		▲325		▲100%		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		▲236		▲100%		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		▲122.4		▲100.0%		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 105				▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		▲ 115				+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		- 32.7		▲100%		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		▲11.9pt				+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		- 32.5		▲100%		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		- 23.6		▲100%		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		- 122.4		-100.0%		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 10.5				- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		- 11.5				+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイヨソウヒ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		+0.4pt		-		+0.3pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0		105.0		106.1		+1.0		+1%		▲0.1		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.0		120.0		123.8		+3.0		+3%		▲0.8		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+0				+28				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+0				+15						設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+0				+10						減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		- 53.0		-100%		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		-12.9pt		—		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		- 52.0		-100%		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		- 39.0		-100%		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		+1.0		+1%		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		+3.0		+3%		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		ERROR:#VALUE!				+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		- 16.0				+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		- 16.5				+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲203		▲100%		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲15.1pt		-		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		+355		▲100%		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		▲154		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲120.1		▲100.0%		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		ERROR:#VALUE!				+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		▲ 55				+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 50				▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 20.3		-100%		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-15.1pt		—		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 19.5		-18%		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		- 15.4		-100%		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 120.1		-100.0%		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		- 5.5				+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 5.0				- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		▲530		▲100%		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		▲12.9pt		-		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		▲520		▲100%		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		▲390		▲100%		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		▲123.0		▲100%		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		ERROR:#VALUE!				+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		▲ 160				+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		▲ 165				+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,640		2,565		2,550		2,486		+90		+155		+6%		+75				460		415		430		418		+30		+42		+10%		+45				17.4%		16.2%		16.8%		+0.6pt



				医用 イヨウ		670		710		670		669		+0		+1		+0%		▲40				40		27		40		50		+0		▲ 10		▲20%		+13				6.0%		3.8%		7.5%		▲1.5pt



				産業 サンギョウ		515		450		505		452		+10		+63		+14%		+65				50		37		50		34		+0		+16		+49%		+13				9.7%		8.2%		7.4%		+2.3pt



				航空 コウクウ		230		300		230		286		+0		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		2		9		+0		▲ 7		▲77%		▲7				0.9%		3.0%		3.1%		▲2.2pt



				その他 タ		45		75		45		44		+0		+1		+2%		▲30				7		13		7		10		+0		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 29		▲ 31		▲ 29		▲ 23				▲ 6		-		+2

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		4,000		3,935		+100		+165		+4%		+0				530		470		500		497		+30		+33		+7%		+60				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt









						Net Sales																		Operating Income																		Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen												Changes		Percent Increase/
Decrease																Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		256.5		255.0						+9.0		+4%		+7.5				46.0		41.5		43.0						+3.0		+7%		+4.5				17.4%		16.2%		16.9%		+0.6pt



				MED		67.0		71.0		67.0						+0.0		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.0						+0.0		0%		+1.3				6.0%		3.8%		6.0%		+0.0pt



				IM		51.5		45.0		50.5						+1.0		+2%		+6.5				5.0		3.7		5.0						+0.0		0%		+1.3				9.7%		8.2%		9.9%		▲0.2pt



				AE		23.0		30.0		23.0						+0.0		+0%		-7.0				0.2		0.9		0.2						+0.0		0%		-0.7				0.9%		3.0%		0.9%		+0.0pt



				Other		4.5		7.5		4.5						+0.0		+0%		-3.0				0.7		1.3		0.7						+0.0		+0%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																				-2.9		-3.1		-2.9						+0.0				+0.2

				Total		410.0		410.0		400.0						+10.0		+2%		+0.0				53.0		47.0		50.0						+3.0		+6%		+6.0				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		840		857						+58		+7%		+75				209		164		185						+24		+13%		+45				22.8%		19.5%		21.5%		+1.3pt



				医用 イヨウ		167		207		179						▲ 12		▲7%		▲40				27		14		31						▲ 4		▲12%		+13				16.2%		6.8%		17.2%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		213		148		164						+49		+30%		+65				29		16		17						+12		+70%		+13				13.5%		10.6%		10.3%		+3.2pt



				航空 コウクウ		17		87		37						▲ 19		▲53%		▲70				(2)		5		5						▲ 7		▲147%		▲7				-12.7%		5.5%		12.8%		▲25.4pt



				その他 タ		(3)		27		(19)						+16		▲83%		▲30				(1)		5		(0)						▲ 1		+389%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲11		▲13		▲12						+2				+2

				合計 ゴウケイ		1,309		1,309		1,218						+91		+7%		+0				250		190		224						+26		+12%		+60				19.1%		14.5%		18.4%		+0.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280						+160		+7%		▲125				410		415		335						+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620						+35		+6%		▲55				33		27		24						+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425						+15		+4%		▲10				40		37		37						+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285						▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6						▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40						+0		+0%		▲35				5		13		5						+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 30		▲ 31		▲ 27						▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650						+200		+5%		▲250				460		470		380						+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098						+42		+4%		▲1425				173		415		172						+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306						+9		+3%		▲395				13		27		11						+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205						+40		+19%		▲205				23		37		17						+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160						▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4						▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19						+0		+1%		▲56				2		13		2						+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 11		▲ 31		▲ 9						▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788						+27		+2%		▲2285				194		470		196						▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,452						+48		+3%		▲1065				287		2,565		258						+29		+11%		▲2278				19.1%		100.0%		17.8%		+1.3pt



				医用 イヨウ		355		710		364						▲ 9		▲2%		▲355				27		710		29						▲ 2		▲6%		▲683				7.6%		100.0%		7.9%		▲0.3pt



				産業 サンギョウ		270		450		300						▲ 30		▲10%		▲180				28		450		33						▲ 5		▲16%		▲423				10.2%		100.0%		11.0%		▲0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		70						+65		+93%		▲165				7		300		▲2						+9		▲437%		▲293				5.2%		100.0%		-3.0%		+8.2pt



				その他 タ		26		75		26						▲ 0		▲1%		▲49				5		75		5						+0		+0%		▲70				14.9%		80.6%		14.9%		+0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 18		300		▲ 20						+2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,212						+73		+3%		▲1815				336		4,100		304						+32		+11%		▲3764				14.7%		100.0%		13.7%		+1.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		825						+47		+6%		▲1693				176		415		179						▲ 3		▲2%		▲239				20.2%		16.2%		21.7%		▲1.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		167						+31		+18%		▲2367				20		415		27						▲ 7		▲27%		▲395				10.1%		16.2%		16.2%		▲6.2pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		203						▲ 50		▲25%		▲2412				22		415		29						▲ 7		▲25%		▲394				14.1%		16.2%		14.1%		▲0.0pt



				航空 コウクウ		75		2,565		17						+58		+334%		▲2490				▲2		415		▲2						+1		▲25%		▲417				-2.2%		16.2%		-12.7%		+10.5pt



				その他 タ		16		2,565		(3)						+19		▲601%		▲2549				1		415		▲1						+3		▲211%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,209						+103		+9%		▲1253				203		415		220						▲ 18		▲8%		▲212				15.5%		16.2%		18.2%		▲2.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637						+77		+37%		▲1693				176		415		152						+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169						+23		+17%		▲2367				20		415		20						▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		122						▲ 4		+25%		▲2412				22		415		24						▲ 2		▲9%		▲394				14.1%		16.2%		19.4%		▲5.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63						▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1						▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14						▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0						+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005						+85		+31%		▲1253				203		415		186						+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825						+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739						+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749						+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970						▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002						+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287						+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265						+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017						+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141						+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43						▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376						▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756						+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721						+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035						+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182						+160		+14%		▲1223				238		415		163						+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314						+35		+11%		▲2216				22		415		13						+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220						+15		+7%		▲2330				23		415		20						+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125						▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2						▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21						+0		+0%		▲2544				3		415		3						+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲21		415		(18)						▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862						+200		+11%		▲503				264		415		184						+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545						▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61						+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145						+6		+4%		▲2414				2		415		1						+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		82		2,565		98						▲ 16		▲16%		▲2483				1		415		6						▲ 5		▲77%		▲414				1.7%		16.2%		6.4%		▲4.7pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62						▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1						▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8						▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5						▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				(7)		415		(9)						+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858						▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66						▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874						▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1						+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)						+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17						+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7						+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				61		415		61						+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ		分野 ブンヤ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

												プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測 ケイソク		ヘルスケア				◎		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の
　　海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■医薬のデータインテグリティ需要増
■食品安全分野の需要拡大 シエン イヤク ジュヨウ ゾウ ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナ感染症の簡易検査普及による
　　PCR検査減少
■前年の中国薬典改訂需要の反動減
 シンガタ カンセンショウ カンイ ケンサ フキュウ ケンサ ゲンショウ ジュヨウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				○		■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 ジンソク ケンサ ジュウショウカ ヨボウ ケンキュウ ヨウ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				○		■自動車・化学分野で設備投資の回復を見込む
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■鉄鋼・重工業・航空機は厳しい事業環境が継続 テッコウ ジュウコウギョウ コウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				○		■国内は補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		半導体 ハンドウタイ				◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要大幅増。TMPも好調に推移 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ				〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×				■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

														　

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+26%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+31%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+15%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+22%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				+2%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+26%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+31%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+15%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+22%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				+2%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+24%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+2%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				▲21%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				▲27%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+15%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+24%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+2%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				-21%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				-27%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+15%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+13%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				+34%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				+32%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+13%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				+34%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				+32%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









Sheet4



		94,298,319		80,176,878

		54,981,748		49,708,441

		39,316,571		30,468,437				8,848,134

		41.7%		38.0%		3.7%		5,366,363		3,481,771

		26,897,659		24,382,446				2,515,213

		28.5%		30.4%		-1.9%

		12,418,912		6,085,991

		13.2%		7.6%		5.6%





Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%
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日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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・日本 ：＋24% 延期・凍結されていた設備投資の回復、アフターマーケット事業が拡大
・海外 ： ▲3% 回診用Ｘ線撮影装置が減少
・海外売上高比率 ： 43％ (前同比 ▲6pt)

億円

医用機器/地域別売上高

FY2021 FY2020 増減額 増減率 概況

日本 83 67 +16 +24% ・延期・凍結されていた設備投資が回復
・アフターマーケット事業が拡大

海外 62 64 ▲2 ▲3% ・設備投資は回復基調にあるものの、前年増加した回診用Ｘ線撮影装置が減少

北米 20 20 +1 +3% ・医療機関の設備投資が回復基調にあり、Ｘ線TVシステムなどが増加

欧州 7 8 ▲1 ▲13% ・回診用Ｘ線撮影装置の需要が減少

中国 10 13 ▲3 ▲25% ・中小規模病院の設備投資が停滞

その他
アジア

12 10 +2 +16% ・東南アジアにおいて回診用Ｘ線撮影装置が増加


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		FY2020		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		-								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		109.5		107.7		+1.9		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93				98.3%				105		14

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		132.0		118.5		+13.5		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625				89.8%				120		6



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+3										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.3										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 16								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		35		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.6								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.5		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+5		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		-				▲8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		-				▲1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 2		▲ 5		+0		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+24%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+35%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+29%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				216		171		+45		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ				397		306		+92		+30%		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				73		54		+19		+35%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+28%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				169		137		+33		+24%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				65		51		+14		+27%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				205		286		▲81		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				209		196		+13		+6%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲15%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(56)		(16)		▲40		+248%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				56		87		▲31		▲35%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.5		28.6		-8.1		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-15%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.6)		(1.6)		-4.0		+248%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				20.9		19.6		+1.3		+6%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				5.6		8.7		-3.1		-35%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%
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6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+38%		・新型コロナウイルス検査試薬キット、
　全自動PCR検査装置が貢献
・医薬向けにLC・MSが増加 シンガタ ケンサ シヤク ゼン ジドウ ケンサソウチ コウケン イヤク ム ゾウカゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						+5%		・グローバルで回復基調にあるが、日本の
　回復が鈍い カイフクキチョウ ニホン カイフク ニブ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+15%		・大学は欧米が大学ラボの再開などで増加
・官公庁は延期・凍結されていた
　予算執行が進む ダイガク オウベイ ダイガク サイカイ ゾウカ カンコウチョウ ヨサン シッコウ ススム





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		38.3%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		14.7%

		その他 ホカ		28.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+15%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+38%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		38.3%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		14.7%

				Others		28.4%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	




8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				83		67		+16		+24%		▲15%				・延期・凍結されていた設備投資が回復
・アフターマーケット事業が拡大 エンキ トウケツ セツビトウシ カイフク

																												海外 カイガイ				62		64		▲2		▲3%		ERROR:#REF!				・設備投資は回復基調にあるものの、前年増加した回診用Ｘ線撮影装置が減少 セツビトウシ カイフクキチョウ ゼンネン ゾウカ ゲンショウ								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		+1		+3%		+14%				・医療機関の設備投資が回復基調にあり、Ｘ線TVシステムなどが増加

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				7		8		▲1		▲13%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置の需要が減少

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				10		13		▲3		▲25%		+34%				・中小規模病院の設備投資が停滞

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				12		10		+2		+16%		▲9%				・東南アジアにおいて回診用Ｘ線撮影装置が増加 ゾウカ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				76		156		▲80		▲51%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				85		61		+24		+39%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		16		+7		+41%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				13		8		+5		+64%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				17		12		+5		+45%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				17		12		+5		+40%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				7.6		15.6		-8.0		-51%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.6		+0.7		+41%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.3		0.8		+0.5		+64%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.7		1.2		+0.5		+45%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.7		1.2		+0.5		+40%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96		16%		ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0		37%		Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99		33%		油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%				25%		Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15.23	9.7000000000000028	9.259999999999998	防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50.349999999999994	72.05	32.15	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲305		▲100%		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲38.0pt		-		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲244		▲100%		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲30.4pt		-		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲786		▲100%		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		▲61		▲100%		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		▲7.6pt		-		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		▲51		▲100%		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		▲62		▲100%		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		▲42		▲100%		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲118.5		ERROR:#DIV/0!		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		ERROR:#VALUE!				▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 26				▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		- 6.1		▲100%		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		▲7.6pt		—		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		▲100%		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		- 6.2		▲100%		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		- 4.2		▲100%		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 118.5		ERROR:#DIV/0!		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		ERROR:#VALUE!				- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 2.6				- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲974		▲100%		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		▲136		▲100%		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲132		▲100%		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		▲13.7pt		-		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲133		▲100%		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲98		▲100%		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		▲124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		ERROR:#VALUE!				▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 34				▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		- 13.6		▲100%		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		▲13.7pt				+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 13.3		▲100%		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 9.8		▲100%		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		- 124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		ERROR:#VALUE!				- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.4				- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲1760		▲100%		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		▲196		▲100%		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		▲182		▲100%		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		▲11.0pt		-		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		▲195		▲100%		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		▲139		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲121.3		▲100.0%		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 59				▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		▲ 76				+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		- 19.6		▲100%		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		▲11.0pt				+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		- 19.5		▲100%		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		- 13.9		▲100%		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 121.3		-100.0%		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 5.9				- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		- 7.6				+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		▲131		▲100%		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		▲13.4pt		-		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		▲130		▲100%		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		▲97		▲100%		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		▲124.57		▲100.0%		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1				+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		▲ 46				+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		▲ 39				+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		- 13.1		-100%		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		▲13.4pt		—		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		- 13.0		▲100%		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		- 9.7		▲100%		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		- 124.6		-100.0%		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		- 4.6				+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		- 3.9				+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		▲327		▲100%		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		▲11.9pt		-		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		▲325		▲100%		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		▲236		▲100%		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		▲122.4		▲100.0%		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 105				▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		▲ 115				+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		- 32.7		▲100%		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		▲11.9pt				+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		- 32.5		▲100%		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		- 23.6		▲100%		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		- 122.4		-100.0%		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 10.5				- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		- 11.5				+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイヨソウヒ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		+0.4pt		-		+0.3pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0		105.0		106.1		+1.0		+1%		▲0.1		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.0		120.0		123.8		+3.0		+3%		▲0.8		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+0				+28				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+0				+15						設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+0				+10						減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		- 53.0		-100%		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		-12.9pt		—		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		- 52.0		-100%		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		- 39.0		-100%		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		+1.0		+1%		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		+3.0		+3%		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		ERROR:#VALUE!				+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		- 16.0				+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		- 16.5				+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲203		▲100%		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲15.1pt		-		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		+355		▲100%		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		▲154		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲120.1		▲100.0%		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		ERROR:#VALUE!				+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		▲ 55				+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 50				▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 20.3		-100%		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-15.1pt		—		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 19.5		-18%		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		- 15.4		-100%		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 120.1		-100.0%		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		- 5.5				+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 5.0				- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		▲530		▲100%		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		▲12.9pt		-		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		▲520		▲100%		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		▲390		▲100%		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		▲123.0		▲100%		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		ERROR:#VALUE!				+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		▲ 160				+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		▲ 165				+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,640		2,565		2,550		2,486		+90		+155		+6%		+75				460		415		430		418		+30		+42		+10%		+45				17.4%		16.2%		16.8%		+0.6pt



				医用 イヨウ		670		710		670		669		+0		+1		+0%		▲40				40		27		40		50		+0		▲ 10		▲20%		+13				6.0%		3.8%		7.5%		▲1.5pt



				産業 サンギョウ		515		450		505		452		+10		+63		+14%		+65				50		37		50		34		+0		+16		+49%		+13				9.7%		8.2%		7.4%		+2.3pt



				航空 コウクウ		230		300		230		286		+0		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		2		9		+0		▲ 7		▲77%		▲7				0.9%		3.0%		3.1%		▲2.2pt



				その他 タ		45		75		45		44		+0		+1		+2%		▲30				7		13		7		10		+0		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 29		▲ 31		▲ 29		▲ 23				▲ 6		-		+2

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		4,000		3,935		+100		+165		+4%		+0				530		470		500		497		+30		+33		+7%		+60				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt









						Net Sales																		Operating Income																		Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen												Changes		Percent Increase/
Decrease																Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		256.5		255.0						+9.0		+4%		+7.5				46.0		41.5		43.0						+3.0		+7%		+4.5				17.4%		16.2%		16.9%		+0.6pt



				MED		67.0		71.0		67.0						+0.0		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.0						+0.0		0%		+1.3				6.0%		3.8%		6.0%		+0.0pt



				IM		51.5		45.0		50.5						+1.0		+2%		+6.5				5.0		3.7		5.0						+0.0		0%		+1.3				9.7%		8.2%		9.9%		▲0.2pt



				AE		23.0		30.0		23.0						+0.0		+0%		-7.0				0.2		0.9		0.2						+0.0		0%		-0.7				0.9%		3.0%		0.9%		+0.0pt



				Other		4.5		7.5		4.5						+0.0		+0%		-3.0				0.7		1.3		0.7						+0.0		+0%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																				-2.9		-3.1		-2.9						+0.0				+0.2

				Total		410.0		410.0		400.0						+10.0		+2%		+0.0				53.0		47.0		50.0						+3.0		+6%		+6.0				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		840		857						+58		+7%		+75				209		164		185						+24		+13%		+45				22.8%		19.5%		21.5%		+1.3pt



				医用 イヨウ		167		207		179						▲ 12		▲7%		▲40				27		14		31						▲ 4		▲12%		+13				16.2%		6.8%		17.2%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		213		148		164						+49		+30%		+65				29		16		17						+12		+70%		+13				13.5%		10.6%		10.3%		+3.2pt



				航空 コウクウ		17		87		37						▲ 19		▲53%		▲70				(2)		5		5						▲ 7		▲147%		▲7				-12.7%		5.5%		12.8%		▲25.4pt



				その他 タ		(3)		27		(19)						+16		▲83%		▲30				(1)		5		(0)						▲ 1		+389%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲11		▲13		▲12						+2				+2

				合計 ゴウケイ		1,309		1,309		1,218						+91		+7%		+0				250		190		224						+26		+12%		+60				19.1%		14.5%		18.4%		+0.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280						+160		+7%		▲125				410		415		335						+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620						+35		+6%		▲55				33		27		24						+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425						+15		+4%		▲10				40		37		37						+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285						▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6						▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40						+0		+0%		▲35				5		13		5						+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 30		▲ 31		▲ 27						▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650						+200		+5%		▲250				460		470		380						+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098						+42		+4%		▲1425				173		415		172						+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306						+9		+3%		▲395				13		27		11						+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205						+40		+19%		▲205				23		37		17						+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160						▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4						▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19						+0		+1%		▲56				2		13		2						+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 11		▲ 31		▲ 9						▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788						+27		+2%		▲2285				194		470		196						▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,452						+48		+3%		▲1065				287		2,565		258						+29		+11%		▲2278				19.1%		100.0%		17.8%		+1.3pt



				医用 イヨウ		355		710		364						▲ 9		▲2%		▲355				27		710		29						▲ 2		▲6%		▲683				7.6%		100.0%		7.9%		▲0.3pt



				産業 サンギョウ		270		450		300						▲ 30		▲10%		▲180				28		450		33						▲ 5		▲16%		▲423				10.2%		100.0%		11.0%		▲0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		70						+65		+93%		▲165				7		300		▲2						+9		▲437%		▲293				5.2%		100.0%		-3.0%		+8.2pt



				その他 タ		26		75		26						▲ 0		▲1%		▲49				5		75		5						+0		+0%		▲70				14.9%		80.6%		14.9%		+0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 18		300		▲ 20						+2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,212						+73		+3%		▲1815				336		4,100		304						+32		+11%		▲3764				14.7%		100.0%		13.7%		+1.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		825						+47		+6%		▲1693				176		415		179						▲ 3		▲2%		▲239				20.2%		16.2%		21.7%		▲1.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		167						+31		+18%		▲2367				20		415		27						▲ 7		▲27%		▲395				10.1%		16.2%		16.2%		▲6.2pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		203						▲ 50		▲25%		▲2412				22		415		29						▲ 7		▲25%		▲394				14.1%		16.2%		14.1%		▲0.0pt



				航空 コウクウ		75		2,565		17						+58		+334%		▲2490				▲2		415		▲2						+1		▲25%		▲417				-2.2%		16.2%		-12.7%		+10.5pt



				その他 タ		16		2,565		(3)						+19		▲601%		▲2549				1		415		▲1						+3		▲211%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,209						+103		+9%		▲1253				203		415		220						▲ 18		▲8%		▲212				15.5%		16.2%		18.2%		▲2.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637						+77		+37%		▲1693				176		415		152						+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169						+23		+17%		▲2367				20		415		20						▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		122						▲ 4		+25%		▲2412				22		415		24						▲ 2		▲9%		▲394				14.1%		16.2%		19.4%		▲5.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63						▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1						▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14						▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0						+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005						+85		+31%		▲1253				203		415		186						+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825						+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739						+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749						+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970						▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002						+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287						+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265						+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017						+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141						+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43						▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376						▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756						+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721						+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035						+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182						+160		+14%		▲1223				238		415		163						+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314						+35		+11%		▲2216				22		415		13						+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220						+15		+7%		▲2330				23		415		20						+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125						▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2						▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21						+0		+0%		▲2544				3		415		3						+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲21		415		(18)						▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862						+200		+11%		▲503				264		415		184						+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545						▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61						+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145						+6		+4%		▲2414				2		415		1						+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		82		2,565		98						▲ 16		▲16%		▲2483				1		415		6						▲ 5		▲77%		▲414				1.7%		16.2%		6.4%		▲4.7pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62						▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1						▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8						▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5						▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				(7)		415		(9)						+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858						▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66						▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874						▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1						+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)						+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17						+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7						+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				61		415		61						+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ		分野 ブンヤ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

												プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測 ケイソク		ヘルスケア				◎		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の
　　海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■医薬のデータインテグリティ需要増
■食品安全分野の需要拡大 シエン イヤク ジュヨウ ゾウ ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナ感染症の簡易検査普及による
　　PCR検査減少
■前年の中国薬典改訂需要の反動減
 シンガタ カンセンショウ カンイ ケンサ フキュウ ケンサ ゲンショウ ジュヨウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				○		■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 ジンソク ケンサ ジュウショウカ ヨボウ ケンキュウ ヨウ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				○		■自動車・化学分野で設備投資の回復を見込む
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■鉄鋼・重工業・航空機は厳しい事業環境が継続 テッコウ ジュウコウギョウ コウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				○		■国内は補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		半導体 ハンドウタイ				◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要大幅増。TMPも好調に推移 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ				〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×				■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

														　

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+26%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+31%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+15%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+22%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				+2%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+26%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+31%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+15%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+22%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				+2%		-4%		+4%		+22%		-3%
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8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加
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19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+24%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+2%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				▲21%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				▲27%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+15%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+24%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+2%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				-21%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				-27%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+15%		+17%		-4%		+34%		+6%
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17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+13%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				+34%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				+32%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+13%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				+34%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				+32%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









Sheet4



		94,298,319		80,176,878

		54,981,748		49,708,441

		39,316,571		30,468,437				8,848,134

		41.7%		38.0%		3.7%		5,366,363		3,481,771

		26,897,659		24,382,446				2,515,213

		28.5%		30.4%		-1.9%

		12,418,912		6,085,991

		13.2%		7.6%		5.6%





Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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医用機器/地域別売上高前同比

FY2021

1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q
日本 +6% +30% ▲2% ▲5% +7% ▲15% ▲33% ▲1% +7% ▲12% +24%
北米 ▲24% ▲17% +5% +7% ▲9% +14% +29% +26% +1% +16% +2%
欧州 ▲26% ▲6% +2% ▲8% ▲9% +19% +30% +51% ▲3% +27% ▲21%
中国 ▲33% +5% ▲26% +13% ▲8% +34% ▲33% +29% ▲25% ▲7% ▲27%

その他アジア ▲8% +3% ▲16% +34% ▲0% ▲9% +17% ▲4% +20% +6% +15%

FY2020FY2019
国

＊FY2020は為替と収益認識基準の影響を除外して比較
FY2021は為替影響を除外


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		FY2020		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		-								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		109.5		107.7		+1.9		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93				98.3%				105		14

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		132.0		118.5		+13.5		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625				89.8%				120		6



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+3										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.3										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 16								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		35		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.6								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.5		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+5		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		-				▲8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		-				▲1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 2		▲ 5		+0		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+24%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+35%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+29%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				216		171		+45		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ				397		306		+92		+30%		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				73		54		+19		+35%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+28%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				169		137		+33		+24%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				65		51		+14		+27%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				205		286		▲81		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				209		196		+13		+6%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲15%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(56)		(16)		▲40		+248%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				56		87		▲31		▲35%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.5		28.6		-8.1		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-15%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.6)		(1.6)		-4.0		+248%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				20.9		19.6		+1.3		+6%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				5.6		8.7		-3.1		-35%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+38%		・新型コロナウイルス検査試薬キット、
　全自動PCR検査装置が貢献
・医薬向けにLC・MSが増加 シンガタ ケンサ シヤク ゼン ジドウ ケンサソウチ コウケン イヤク ム ゾウカゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						+5%		・鉄、石化、電子・電機は回復傾向
・自動車向けは回復が鈍い テツ セキカ デンシ デンキ カイフクケイコウ カイフク ニブ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+15%		・大学は欧米が大学ラボの再開などで増加
・官公庁は延期・凍結されていた
　予算執行が進む ダイガク オウベイ ダイガク サイカイ ゾウカ カンコウチョウ ヨサン シッコウ ススム





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		38.3%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		14.7%

		その他 ホカ		28.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+15%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+38%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		38.3%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		14.7%

				Others		28.4%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	
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				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	




8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				83		67		+16		+24%		▲15%				・補正予算需要が貢献
・アフターマーケット事業が拡大

																												海外 カイガイ				62		64		▲2		▲3%		ERROR:#REF!				・設備投資は回復傾向にあるが、回診用Ｘ線撮置の減少を補えず セツビ トウシ カイフク ケイコウ カイシン オギナ								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		+1		+3%		+14%				・医療機関の設備投資が回復基調にあり、Ｘ線TVシステムなどが増加

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				7		8		▲1		▲13%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置の需要が減少

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				10		13		▲3		▲25%		+34%				・中小規模病院の設備投資が停滞

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				12		9		+2		+24%		▲9%				・東南アジアにおいてＸ線TVシステムなどが増加







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				76		156		▲80		▲51%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				85		61		+24		+39%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		16		+7		+41%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				13		8		+5		+64%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				17		12		+5		+45%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				17		13		+4		+33%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				7.6		15.6		-8.0		-51%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.6		+0.7		+41%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.3		0.8		+0.5		+64%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.7		1.2		+0.5		+45%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.7		1.3		+0.4		+33%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96		16%		ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0		37%		Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99		33%		油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%				25%		Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15.23	9.7000000000000028	9.259999999999998	防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50.349999999999994	72.05	32.15	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲305		▲100%		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲38.0pt		-		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲244		▲100%		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲30.4pt		-		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲786		▲100%		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		▲61		▲100%		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		▲7.6pt		-		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		▲51		▲100%		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		▲62		▲100%		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		▲42		▲100%		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲118.5		ERROR:#DIV/0!		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		ERROR:#VALUE!				▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 26				▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		- 6.1		▲100%		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		▲7.6pt		—		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		▲100%		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		- 6.2		▲100%		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		- 4.2		▲100%		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 118.5		ERROR:#DIV/0!		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		ERROR:#VALUE!				- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 2.6				- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲974		▲100%		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		▲136		▲100%		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲132		▲100%		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		▲13.7pt		-		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲133		▲100%		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲98		▲100%		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		▲124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		ERROR:#VALUE!				▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 34				▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		- 13.6		▲100%		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		▲13.7pt				+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 13.3		▲100%		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 9.8		▲100%		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		- 124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		ERROR:#VALUE!				- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.4				- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲1760		▲100%		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		▲196		▲100%		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		▲182		▲100%		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		▲11.0pt		-		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		▲195		▲100%		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		▲139		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲121.3		▲100.0%		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 59				▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		▲ 76				+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		- 19.6		▲100%		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		▲11.0pt				+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		- 19.5		▲100%		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		- 13.9		▲100%		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 121.3		-100.0%		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 5.9				- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		- 7.6				+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		▲131		▲100%		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		▲13.4pt		-		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		▲130		▲100%		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		▲97		▲100%		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		▲124.57		▲100.0%		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1				+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		▲ 46				+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		▲ 39				+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		- 13.1		-100%		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		▲13.4pt		—		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		- 13.0		▲100%		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		- 9.7		▲100%		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		- 124.6		-100.0%		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		- 4.6				+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		- 3.9				+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		▲327		▲100%		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		▲11.9pt		-		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		▲325		▲100%		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		▲236		▲100%		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		▲122.4		▲100.0%		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 105				▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		▲ 115				+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		- 32.7		▲100%		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		▲11.9pt				+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		- 32.5		▲100%		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		- 23.6		▲100%		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		- 122.4		-100.0%		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 10.5				- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		- 11.5				+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイヨソウヒ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		+0.4pt		-		+0.3pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0		105.0		106.1		+1.0		+1%		▲0.1		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.0		120.0		123.8		+3.0		+3%		▲0.8		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+0				+28				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+0				+15						設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+0				+10						減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		- 53.0		-100%		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		-12.9pt		—		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		- 52.0		-100%		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		- 39.0		-100%		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		+1.0		+1%		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		+3.0		+3%		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		ERROR:#VALUE!				+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		- 16.0				+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		- 16.5				+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲203		▲100%		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲15.1pt		-		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		+355		▲100%		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		▲154		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲120.1		▲100.0%		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		ERROR:#VALUE!				+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		▲ 55				+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 50				▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 20.3		-100%		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-15.1pt		—		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 19.5		-18%		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		- 15.4		-100%		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 120.1		-100.0%		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		- 5.5				+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 5.0				- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		▲530		▲100%		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		▲12.9pt		-		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		▲520		▲100%		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		▲390		▲100%		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		▲123.0		▲100%		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		ERROR:#VALUE!				+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		▲ 160				+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		▲ 165				+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,640		2,565		2,550		2,486		+90		+155		+6%		+75				460		415		430		418		+30		+42		+10%		+45				17.4%		16.2%		16.8%		+0.6pt



				医用 イヨウ		670		710		670		669		+0		+1		+0%		▲40				40		27		40		50		+0		▲ 10		▲20%		+13				6.0%		3.8%		7.5%		▲1.5pt



				産業 サンギョウ		515		450		505		452		+10		+63		+14%		+65				50		37		50		34		+0		+16		+49%		+13				9.7%		8.2%		7.4%		+2.3pt



				航空 コウクウ		230		300		230		286		+0		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		2		9		+0		▲ 7		▲77%		▲7				0.9%		3.0%		3.1%		▲2.2pt



				その他 タ		45		75		45		44		+0		+1		+2%		▲30				7		13		7		10		+0		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 29		▲ 31		▲ 29		▲ 23				▲ 6		-		+2

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		4,000		3,935		+100		+165		+4%		+0				530		470		500		497		+30		+33		+7%		+60				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt









						Net Sales																		Operating Income																		Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen												Changes		Percent Increase/
Decrease																Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		256.5		255.0						+9.0		+4%		+7.5				46.0		41.5		43.0						+3.0		+7%		+4.5				17.4%		16.2%		16.9%		+0.6pt



				MED		67.0		71.0		67.0						+0.0		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.0						+0.0		0%		+1.3				6.0%		3.8%		6.0%		+0.0pt



				IM		51.5		45.0		50.5						+1.0		+2%		+6.5				5.0		3.7		5.0						+0.0		0%		+1.3				9.7%		8.2%		9.9%		▲0.2pt



				AE		23.0		30.0		23.0						+0.0		+0%		-7.0				0.2		0.9		0.2						+0.0		0%		-0.7				0.9%		3.0%		0.9%		+0.0pt



				Other		4.5		7.5		4.5						+0.0		+0%		-3.0				0.7		1.3		0.7						+0.0		+0%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																				-2.9		-3.1		-2.9						+0.0				+0.2

				Total		410.0		410.0		400.0						+10.0		+2%		+0.0				53.0		47.0		50.0						+3.0		+6%		+6.0				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		840		857						+58		+7%		+75				209		164		185						+24		+13%		+45				22.8%		19.5%		21.5%		+1.3pt



				医用 イヨウ		167		207		179						▲ 12		▲7%		▲40				27		14		31						▲ 4		▲12%		+13				16.2%		6.8%		17.2%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		213		148		164						+49		+30%		+65				29		16		17						+12		+70%		+13				13.5%		10.6%		10.3%		+3.2pt



				航空 コウクウ		17		87		37						▲ 19		▲53%		▲70				(2)		5		5						▲ 7		▲147%		▲7				-12.7%		5.5%		12.8%		▲25.4pt



				その他 タ		(3)		27		(19)						+16		▲83%		▲30				(1)		5		(0)						▲ 1		+389%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲11		▲13		▲12						+2				+2

				合計 ゴウケイ		1,309		1,309		1,218						+91		+7%		+0				250		190		224						+26		+12%		+60				19.1%		14.5%		18.4%		+0.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280						+160		+7%		▲125				410		415		335						+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620						+35		+6%		▲55				33		27		24						+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425						+15		+4%		▲10				40		37		37						+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285						▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6						▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40						+0		+0%		▲35				5		13		5						+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 30		▲ 31		▲ 27						▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650						+200		+5%		▲250				460		470		380						+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098						+42		+4%		▲1425				173		415		172						+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306						+9		+3%		▲395				13		27		11						+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205						+40		+19%		▲205				23		37		17						+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160						▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4						▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19						+0		+1%		▲56				2		13		2						+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 11		▲ 31		▲ 9						▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788						+27		+2%		▲2285				194		470		196						▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,452						+48		+3%		▲1065				287		2,565		258						+29		+11%		▲2278				19.1%		100.0%		17.8%		+1.3pt



				医用 イヨウ		355		710		364						▲ 9		▲2%		▲355				27		710		29						▲ 2		▲6%		▲683				7.6%		100.0%		7.9%		▲0.3pt



				産業 サンギョウ		270		450		300						▲ 30		▲10%		▲180				28		450		33						▲ 5		▲16%		▲423				10.2%		100.0%		11.0%		▲0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		70						+65		+93%		▲165				7		300		▲2						+9		▲437%		▲293				5.2%		100.0%		-3.0%		+8.2pt



				その他 タ		26		75		26						▲ 0		▲1%		▲49				5		75		5						+0		+0%		▲70				14.9%		80.6%		14.9%		+0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 18		300		▲ 20						+2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,212						+73		+3%		▲1815				336		4,100		304						+32		+11%		▲3764				14.7%		100.0%		13.7%		+1.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		825						+47		+6%		▲1693				176		415		179						▲ 3		▲2%		▲239				20.2%		16.2%		21.7%		▲1.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		167						+31		+18%		▲2367				20		415		27						▲ 7		▲27%		▲395				10.1%		16.2%		16.2%		▲6.2pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		203						▲ 50		▲25%		▲2412				22		415		29						▲ 7		▲25%		▲394				14.1%		16.2%		14.1%		▲0.0pt



				航空 コウクウ		75		2,565		17						+58		+334%		▲2490				▲2		415		▲2						+1		▲25%		▲417				-2.2%		16.2%		-12.7%		+10.5pt



				その他 タ		16		2,565		(3)						+19		▲601%		▲2549				1		415		▲1						+3		▲211%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,209						+103		+9%		▲1253				203		415		220						▲ 18		▲8%		▲212				15.5%		16.2%		18.2%		▲2.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637						+77		+37%		▲1693				176		415		152						+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169						+23		+17%		▲2367				20		415		20						▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		122						▲ 4		+25%		▲2412				22		415		24						▲ 2		▲9%		▲394				14.1%		16.2%		19.4%		▲5.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63						▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1						▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14						▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0						+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005						+85		+31%		▲1253				203		415		186						+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825						+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739						+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749						+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970						▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002						+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287						+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265						+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017						+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141						+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43						▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376						▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756						+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721						+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035						+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182						+160		+14%		▲1223				238		415		163						+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314						+35		+11%		▲2216				22		415		13						+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220						+15		+7%		▲2330				23		415		20						+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125						▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2						▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21						+0		+0%		▲2544				3		415		3						+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲21		415		(18)						▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862						+200		+11%		▲503				264		415		184						+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545						▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61						+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145						+6		+4%		▲2414				2		415		1						+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		82		2,565		98						▲ 16		▲16%		▲2483				1		415		6						▲ 5		▲77%		▲414				1.7%		16.2%		6.4%		▲4.7pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62						▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1						▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8						▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5						▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				(7)		415		(9)						+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858						▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66						▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874						▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1						+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)						+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17						+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7						+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				61		415		61						+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ		分野 ブンヤ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

												プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測 ケイソク		ヘルスケア				◎		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の
　　海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■医薬のデータインテグリティ需要増
■食品安全分野の需要拡大 シエン イヤク ジュヨウ ゾウ ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナ感染症の簡易検査普及による
　　PCR検査減少
■前年の中国薬典改訂需要の反動減
 シンガタ カンセンショウ カンイ ケンサ フキュウ ケンサ ゲンショウ ジュヨウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				○		■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 ジンソク ケンサ ジュウショウカ ヨボウ ケンキュウ ヨウ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				○		■自動車・化学分野で設備投資の回復を見込む
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■鉄鋼・重工業・航空機は厳しい事業環境が継続 テッコウ ジュウコウギョウ コウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				○		■国内は補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		半導体 ハンドウタイ				◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要大幅増。TMPも好調に推移 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ				〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×				■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

														　

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+26%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+31%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+15%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+22%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				+2%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+26%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+31%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+15%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+22%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				+2%		-4%		+4%		+22%		-3%
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8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加
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19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+24%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+2%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				▲21%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				▲27%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+15%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+24%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+2%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				-21%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				-27%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+15%		+17%		-4%		+34%		+6%
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17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+13%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				+34%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				+32%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+13%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				+34%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				+32%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









Sheet4



		94,298,319		80,176,878

		54,981,748		49,708,441

		39,316,571		30,468,437				8,848,134

		41.7%		38.0%		3.7%		5,366,363		3,481,771

		26,897,659		24,382,446				2,515,213

		28.5%		30.4%		-1.9%

		12,418,912		6,085,991

		13.2%		7.6%		5.6%





Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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産業機器/機種別売上高前同比

FY2021

1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q

TMP ▲25% ▲26% +10% +48% ▲1% +46% +36% +7% +9% +21% +13%
油圧 +2% +1% ▲12% ▲5% ▲4% ▲19% ▲17% +7% +6% ▲6% +34%

その他 ▲37% +19% ▲11% ▲1% ▲8% ▲7% ▲20% +14% ▲16% ▲8% +32%

FY2020FY2019

＊FY2020は為替と収益認識基準の影響を除外して比較
FY2021は為替影響を除外


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		FY2020		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		-								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		109.5		107.7		+1.9		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93				98.3%				105		14

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		132.0		118.5		+13.5		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625				89.8%				120		6



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+3										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.3										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 16								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		35		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.6								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.5		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+5		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		-				▲8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		-				▲1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 2		▲ 5		+0		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+24%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+35%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+29%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				216		171		+45		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ				397		306		+92		+30%		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				73		54		+19		+35%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+28%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				169		137		+33		+24%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				65		51		+14		+27%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				205		286		▲81		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				209		196		+13		+6%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲15%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(56)		(16)		▲40		+248%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				56		87		▲31		▲35%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.5		28.6		-8.1		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-15%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.6)		(1.6)		-4.0		+248%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				20.9		19.6		+1.3		+6%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				5.6		8.7		-3.1		-35%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+38%		・新型コロナウイルス検査試薬キット、
　全自動PCR検査装置が貢献
・医薬向けにLC・MSが増加 シンガタ ケンサ シヤク ゼン ジドウ ケンサソウチ コウケン イヤク ム ゾウカゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						+5%		・鉄、石化、電子・電機は回復傾向
・自動車向けは回復が鈍い テツ セキカ デンシ デンキ カイフクケイコウ カイフク ニブ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+15%		・大学は欧米が大学ラボの再開などで増加
・官公庁は延期・凍結されていた
　予算執行が進む ダイガク オウベイ ダイガク サイカイ ゾウカ カンコウチョウ ヨサン シッコウ ススム





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		38.3%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		14.7%

		その他 ホカ		28.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+15%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+38%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		38.3%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		14.7%

				Others		28.4%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	




8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				83		67		+16		+24%		▲15%				・補正予算需要が貢献
・アフターマーケット事業が拡大

																												海外 カイガイ				62		64		▲2		▲3%		ERROR:#REF!				・設備投資は回復傾向にあるが、回診用Ｘ線撮置の減少を補えず セツビ トウシ カイフク ケイコウ カイシン オギナ								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		+1		+3%		+14%				・医療機関の設備投資が回復基調にあり、Ｘ線TVシステムなどが増加

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				7		8		▲1		▲13%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置の需要が減少

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				10		13		▲3		▲25%		+34%				・中小規模病院の設備投資が停滞

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				12		9		+2		+24%		▲9%				・東南アジアにおいてＸ線TVシステムなどが増加







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				76		156		▲80		▲51%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				85		61		+24		+39%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		16		+7		+41%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				13		8		+5		+64%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				17		12		+5		+45%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				17		13		+4		+33%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				7.6		15.6		-8.0		-51%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.6		+0.7		+41%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.3		0.8		+0.5		+64%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.7		1.2		+0.5		+45%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.7		1.3		+0.4		+33%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96		16%		ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0		37%		Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99		33%		油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%				25%		Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15.23	9.7000000000000028	9.259999999999998	防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50.349999999999994	72.05	32.15	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲305		▲100%		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲38.0pt		-		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲244		▲100%		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲30.4pt		-		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲786		▲100%		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		▲61		▲100%		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		▲7.6pt		-		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		▲51		▲100%		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		▲62		▲100%		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		▲42		▲100%		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲118.5		ERROR:#DIV/0!		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		ERROR:#VALUE!				▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 26				▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		- 6.1		▲100%		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		▲7.6pt		—		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		▲100%		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		- 6.2		▲100%		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		- 4.2		▲100%		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 118.5		ERROR:#DIV/0!		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		ERROR:#VALUE!				- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 2.6				- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲974		▲100%		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		▲136		▲100%		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲132		▲100%		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		▲13.7pt		-		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲133		▲100%		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲98		▲100%		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		▲124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		ERROR:#VALUE!				▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 34				▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		- 13.6		▲100%		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		▲13.7pt				+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 13.3		▲100%		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 9.8		▲100%		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		- 124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		ERROR:#VALUE!				- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.4				- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲1760		▲100%		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		▲196		▲100%		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		▲182		▲100%		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		▲11.0pt		-		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		▲195		▲100%		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		▲139		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲121.3		▲100.0%		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 59				▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		▲ 76				+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		- 19.6		▲100%		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		▲11.0pt				+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		- 19.5		▲100%		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		- 13.9		▲100%		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 121.3		-100.0%		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 5.9				- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		- 7.6				+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		▲131		▲100%		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		▲13.4pt		-		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		▲130		▲100%		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		▲97		▲100%		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		▲124.57		▲100.0%		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1				+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		▲ 46				+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		▲ 39				+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		- 13.1		-100%		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		▲13.4pt		—		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		- 13.0		▲100%		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		- 9.7		▲100%		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		- 124.6		-100.0%		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		- 4.6				+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		- 3.9				+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		▲327		▲100%		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		▲11.9pt		-		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		▲325		▲100%		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		▲236		▲100%		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		▲122.4		▲100.0%		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 105				▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		▲ 115				+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		- 32.7		▲100%		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		▲11.9pt				+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		- 32.5		▲100%		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		- 23.6		▲100%		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		- 122.4		-100.0%		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 10.5				- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		- 11.5				+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイヨソウヒ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		+0.4pt		-		+0.3pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0		105.0		106.1		+1.0		+1%		▲0.1		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.0		120.0		123.8		+3.0		+3%		▲0.8		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+0				+28				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+0				+15						設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+0				+10						減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		- 53.0		-100%		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		-12.9pt		—		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		- 52.0		-100%		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		- 39.0		-100%		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		+1.0		+1%		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		+3.0		+3%		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		ERROR:#VALUE!				+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		- 16.0				+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		- 16.5				+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲203		▲100%		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲15.1pt		-		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		+355		▲100%		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		▲154		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲120.1		▲100.0%		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		ERROR:#VALUE!				+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		▲ 55				+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 50				▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 20.3		-100%		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-15.1pt		—		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 19.5		-18%		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		- 15.4		-100%		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 120.1		-100.0%		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		- 5.5				+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 5.0				- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		▲530		▲100%		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		▲12.9pt		-		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		▲520		▲100%		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		▲390		▲100%		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		▲123.0		▲100%		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		ERROR:#VALUE!				+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		▲ 160				+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		▲ 165				+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,640		2,565		2,550		2,486		+90		+155		+6%		+75				460		415		430		418		+30		+42		+10%		+45				17.4%		16.2%		16.8%		+0.6pt



				医用 イヨウ		670		710		670		669		+0		+1		+0%		▲40				40		27		40		50		+0		▲ 10		▲20%		+13				6.0%		3.8%		7.5%		▲1.5pt



				産業 サンギョウ		515		450		505		452		+10		+63		+14%		+65				50		37		50		34		+0		+16		+49%		+13				9.7%		8.2%		7.4%		+2.3pt



				航空 コウクウ		230		300		230		286		+0		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		2		9		+0		▲ 7		▲77%		▲7				0.9%		3.0%		3.1%		▲2.2pt



				その他 タ		45		75		45		44		+0		+1		+2%		▲30				7		13		7		10		+0		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 29		▲ 31		▲ 29		▲ 23				▲ 6		-		+2

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		4,000		3,935		+100		+165		+4%		+0				530		470		500		497		+30		+33		+7%		+60				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt









						Net Sales																		Operating Income																		Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen												Changes		Percent Increase/
Decrease																Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		256.5		255.0						+9.0		+4%		+7.5				46.0		41.5		43.0						+3.0		+7%		+4.5				17.4%		16.2%		16.9%		+0.6pt



				MED		67.0		71.0		67.0						+0.0		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.0						+0.0		0%		+1.3				6.0%		3.8%		6.0%		+0.0pt



				IM		51.5		45.0		50.5						+1.0		+2%		+6.5				5.0		3.7		5.0						+0.0		0%		+1.3				9.7%		8.2%		9.9%		▲0.2pt



				AE		23.0		30.0		23.0						+0.0		+0%		-7.0				0.2		0.9		0.2						+0.0		0%		-0.7				0.9%		3.0%		0.9%		+0.0pt



				Other		4.5		7.5		4.5						+0.0		+0%		-3.0				0.7		1.3		0.7						+0.0		+0%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																				-2.9		-3.1		-2.9						+0.0				+0.2

				Total		410.0		410.0		400.0						+10.0		+2%		+0.0				53.0		47.0		50.0						+3.0		+6%		+6.0				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		840		857						+58		+7%		+75				209		164		185						+24		+13%		+45				22.8%		19.5%		21.5%		+1.3pt



				医用 イヨウ		167		207		179						▲ 12		▲7%		▲40				27		14		31						▲ 4		▲12%		+13				16.2%		6.8%		17.2%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		213		148		164						+49		+30%		+65				29		16		17						+12		+70%		+13				13.5%		10.6%		10.3%		+3.2pt



				航空 コウクウ		17		87		37						▲ 19		▲53%		▲70				(2)		5		5						▲ 7		▲147%		▲7				-12.7%		5.5%		12.8%		▲25.4pt



				その他 タ		(3)		27		(19)						+16		▲83%		▲30				(1)		5		(0)						▲ 1		+389%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲11		▲13		▲12						+2				+2

				合計 ゴウケイ		1,309		1,309		1,218						+91		+7%		+0				250		190		224						+26		+12%		+60				19.1%		14.5%		18.4%		+0.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280						+160		+7%		▲125				410		415		335						+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620						+35		+6%		▲55				33		27		24						+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425						+15		+4%		▲10				40		37		37						+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285						▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6						▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40						+0		+0%		▲35				5		13		5						+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 30		▲ 31		▲ 27						▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650						+200		+5%		▲250				460		470		380						+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098						+42		+4%		▲1425				173		415		172						+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306						+9		+3%		▲395				13		27		11						+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205						+40		+19%		▲205				23		37		17						+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160						▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4						▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19						+0		+1%		▲56				2		13		2						+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 11		▲ 31		▲ 9						▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788						+27		+2%		▲2285				194		470		196						▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,452						+48		+3%		▲1065				287		2,565		258						+29		+11%		▲2278				19.1%		100.0%		17.8%		+1.3pt



				医用 イヨウ		355		710		364						▲ 9		▲2%		▲355				27		710		29						▲ 2		▲6%		▲683				7.6%		100.0%		7.9%		▲0.3pt



				産業 サンギョウ		270		450		300						▲ 30		▲10%		▲180				28		450		33						▲ 5		▲16%		▲423				10.2%		100.0%		11.0%		▲0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		70						+65		+93%		▲165				7		300		▲2						+9		▲437%		▲293				5.2%		100.0%		-3.0%		+8.2pt



				その他 タ		26		75		26						▲ 0		▲1%		▲49				5		75		5						+0		+0%		▲70				14.9%		80.6%		14.9%		+0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 18		300		▲ 20						+2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,212						+73		+3%		▲1815				336		4,100		304						+32		+11%		▲3764				14.7%		100.0%		13.7%		+1.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		825						+47		+6%		▲1693				176		415		179						▲ 3		▲2%		▲239				20.2%		16.2%		21.7%		▲1.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		167						+31		+18%		▲2367				20		415		27						▲ 7		▲27%		▲395				10.1%		16.2%		16.2%		▲6.2pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		203						▲ 50		▲25%		▲2412				22		415		29						▲ 7		▲25%		▲394				14.1%		16.2%		14.1%		▲0.0pt



				航空 コウクウ		75		2,565		17						+58		+334%		▲2490				▲2		415		▲2						+1		▲25%		▲417				-2.2%		16.2%		-12.7%		+10.5pt



				その他 タ		16		2,565		(3)						+19		▲601%		▲2549				1		415		▲1						+3		▲211%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,209						+103		+9%		▲1253				203		415		220						▲ 18		▲8%		▲212				15.5%		16.2%		18.2%		▲2.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637						+77		+37%		▲1693				176		415		152						+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169						+23		+17%		▲2367				20		415		20						▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		122						▲ 4		+25%		▲2412				22		415		24						▲ 2		▲9%		▲394				14.1%		16.2%		19.4%		▲5.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63						▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1						▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14						▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0						+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005						+85		+31%		▲1253				203		415		186						+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825						+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739						+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749						+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970						▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002						+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287						+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265						+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017						+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141						+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43						▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376						▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756						+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721						+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035						+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182						+160		+14%		▲1223				238		415		163						+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314						+35		+11%		▲2216				22		415		13						+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220						+15		+7%		▲2330				23		415		20						+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125						▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2						▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21						+0		+0%		▲2544				3		415		3						+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲21		415		(18)						▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862						+200		+11%		▲503				264		415		184						+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545						▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61						+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145						+6		+4%		▲2414				2		415		1						+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		82		2,565		98						▲ 16		▲16%		▲2483				1		415		6						▲ 5		▲77%		▲414				1.7%		16.2%		6.4%		▲4.7pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62						▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1						▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8						▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5						▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				(7)		415		(9)						+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858						▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66						▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874						▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1						+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)						+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17						+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7						+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				61		415		61						+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ		分野 ブンヤ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

												プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測 ケイソク		ヘルスケア				◎		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の
　　海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■医薬のデータインテグリティ需要増
■食品安全分野の需要拡大 シエン イヤク ジュヨウ ゾウ ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナ感染症の簡易検査普及による
　　PCR検査減少
■前年の中国薬典改訂需要の反動減
 シンガタ カンセンショウ カンイ ケンサ フキュウ ケンサ ゲンショウ ジュヨウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				○		■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 ジンソク ケンサ ジュウショウカ ヨボウ ケンキュウ ヨウ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				○		■自動車・化学分野で設備投資の回復を見込む
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■鉄鋼・重工業・航空機は厳しい事業環境が継続 テッコウ ジュウコウギョウ コウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				○		■国内は補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		半導体 ハンドウタイ				◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要大幅増。TMPも好調に推移 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ				〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×				■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

														　

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+26%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+31%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+15%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+22%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				+2%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+26%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+31%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+15%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+22%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				+2%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+24%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+2%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				▲21%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				▲27%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+15%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+24%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+2%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				-21%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				-27%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+15%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+13%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				+34%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				+32%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+13%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				+34%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				+32%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









Sheet4



		94,298,319		80,176,878

		54,981,748		49,708,441

		39,316,571		30,468,437				8,848,134

		41.7%		38.0%		3.7%		5,366,363		3,481,771

		26,897,659		24,382,446				2,515,213

		28.5%		30.4%		-1.9%

		12,418,912		6,085,991

		13.2%		7.6%		5.6%





Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3
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[分類名]
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日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt







2019年3月期 1Q 決算説明会資料

25

252022年3月期第１四半期決算説明会資料 25

アフターマーケット(AM)比率
計測

FY2021
1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q

ＡＭ売上前同比 +3% +6% +10% ▲2% +4% +1% +4% +22% +16% +10% +33%
ＡＭ比率 34% 30% 33% 32% 32% 37% 33% 33% 33% 34% 38%

医用
FY2021

1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q
ＡＭ売上前同比 +5% +13% ▲3% +2% +4% +1% ▲8% +14% +5% +3% +14%
ＡＭ比率 35% 28% 31% 30% 30% 37% 32% 32% 31% 33% 38%

TMP
FY2021

1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q
ＡＭ売上前同比 +13% +9% ▲1% +12% +8% +12% +3% +11% +6% +8% +18%
ＡＭ比率 22% 27% 18% 18% 21% 17% 21% 19% 18% 19% 17%

FY2019

FY2019

FY2019

FY2020

FY2020

FY2020

＊FY2020は為替と収益認識基準の影響を除外して比較
FY2021は為替影響を除外


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ

										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		FY2020		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		943		802		+141		+18%						業績		売上高		927		802		+125		+16%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%								売上総利益 ソウリエキ		305		305		+0		+0%

																																		（率） リツ		32.3%		38.0%		▲5.7pt		-								（率） リツ		32.9%		0		▲5.1pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		181		244		▲63		▲26%								販管費 ハンカンヒ		191		244		▲53		▲22%

																																		（率） リツ		19.1%		30.4%		▲11.3pt		-								（率） リツ		20.6%		0		▲9.8pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		927		802		+125		+16%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		124		61		+63		+104%								営業利益		114		61		+53		+87%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.2%		7.6%		+5.6pt		-								　営業利益率		12.3%		7.6%		+4.7pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		114		61		+53		+87%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		127		62		+65		+106%								経常利益		62		62		+0		+0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		87		42		+46		+110%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		42		+0		+0%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		109.5		107.7		+1.9		+2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%								0.93				98.3%				105		14

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		132.0		118.5		+13.5		+10%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								2.3625				89.8%				120		6



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		36		34		+2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		21		26		▲ 5										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		40		38		+3										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー





										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		94.3		80.2		+14.1		+18%						Business Results		Net sales		92.7		80.2		+12.5		+16%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		12.4		6.1		+6.3		+104%								Operating income		11.4		6.1		+5.3		+87%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		13.2%		7.6%		+5.6pt		—								    ratio(%)		12.3%		7.6%		+4.7pt

																																		• Operating Income (Actual)		11.4		6.1		+0.6		+87%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		12.7		6.2		+6.5		+106%								Ordinary income		6.2		6.2		+0.0		+0%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		8.7		4.2		+4.6		+110%								Profit attributable to owners of parent		4.2		4.2		+0.0		+0%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		+1.9		+2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		+13.5		+10%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.6		3.4		+0.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.1		2.6		- 0.5										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.8		+0.3										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		845		1,063		▲218		▲21%						業績		売上高		938		1,027		▲89		▲9%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		833		1,063		▲230		▲22%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		72		118		▲46		▲39%								営業利益		65		114		▲49		▲43%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		68		118		▲50		▲42%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		8.5%		11.1%		▲2.5pt		-								　営業利益率		6.9%		11.1%		▲4.1pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		67		125		▲57		▲46%								経常利益		119		125		▲6		▲5%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		52		91		▲39		▲43%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		88		+3		+4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		35		50		▲ 16								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		38		71		▲ 33										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		35		28		+8										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		84.5		106.3		- 21.8		▲21%						Business Results		Net sales		93.8		102.7		- 8.9		▲9%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		7.2		11.8		- 4.6		▲39%								Operating income		6.5		11.4		- 4.9		▲43%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		8.5%		11.1%		▲2.5pt										    ratio(%)		6.9%		11.1%		▲4.1pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		6.7		12.5		- 5.7		▲46%								Ordinary income		11.9		12.5		- 0.6		▲5%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		5.2		9.1		- 3.9		▲43%								Profit attributable to owners of parent		9.1		8.8		+0.3		+4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.5		5.0		- 1.6								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.8		7.1		- 3.3										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.5		2.8		+0.8										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018		FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4		129.8		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973		926		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131		101		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%		10.9%		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130		107		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97		81		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57		108.80		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57		120.36		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		36		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46		22		+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39		33		+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3		92.6		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1		10.1		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%		10.9%		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0		10.7		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7		8.1		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6		108.8		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6		120.4		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.6		+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6		2.2		+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9		3.3		+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761		2,791		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327		280		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%		10.0%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325		288		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236		214		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2		108.7		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108		121		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105		119		▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115		98		+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020		FY2019		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1		279.1		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7		28.0		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%		10.0%		+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5		28.8		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6		21.4		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2		108.7		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4		121.1		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8		12.1		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5		11.9		- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5		9.8		+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,935		3,854		+81		+2%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		497		418		+79		+19%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		10.9%		+1.8pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		427		+57		+13%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		318		+43		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		108.8		▲2.7		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.8		120.9		+2.9		+2%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		169		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		145		177		▲ 32										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		155		133		+22										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		393.5		385.4		+8.1		+2%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		49.7		41.8		+7.9		+19%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.6%		10.9%		+1.8pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		48.4		42.7		+5.7		+13%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		36.1		31.8		+4.3		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.1		108.8		- 2.7		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.8		120.9		+2.9		+2%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		15.7		16.9		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		14.5		17.7		- 3.2										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		15.5		13.3		+2.2										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,174		1,063		+111		+10%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		170		139		+31		+23%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		14.5%		13.1%		+1.4pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		159		139		+20		+14%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		125		104		+21		+20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		105.9		109.0		▲3.0		▲2.8%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		49		48		+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		40		58		▲ 18										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		40		34		+6										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020		FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		117.4		106.3		+11.1		+10%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		17.0		13.9		+3.1		+23%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		14.5%		13.1%		+1.4pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		15.9		13.9		+2.0		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		12.5		10.4		+2.1		+20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		105.9		109.0		- 3.0		-2.8%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		127.8		120.1		+7.6		+6.4%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.9		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		4.0		5.8		- 1.8										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		4.0		3.4		+0.6										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,935		3,850		+85		+2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		497		460		+37		+8%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.6%		11.9%		+0.7pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		484		450		+34		+8%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		361		330		+31		+9%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.1		105.0		+1.1		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.8		123.0		+0.8		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		157		160		▲ 3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		145		120		+25										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		155		150		+5										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																										-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																								２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+61		+3		+46		+34		▲20		+124						下端値 カ タン チ		+6.1		+0.3		+4.6		+3.4		-2.0		+12.4						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		49		83		63		0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33

								+8		+55		+52		▲53





























																																								２Qのみ																２Qのみ







3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																				１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		613		600		477		+137		+29%				110		45		53		+57		+108%				17.9%		7.4%		11.1%		+6.8pt				計測 ケイソク		600		477		+123		+26%		▲2%				45		53		▲8		▲15%								7.4%		11.1%		▲3.6pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		145		144		131		+14		+11%				9		▲ 1		2		+5		+367%				6.1%		-0.4%		1.5%		+4.6pt				医用 イヨウ		144		131		+13		+10%		▲1%				▲ 1		2		▲2		-								-0.4%		1.4%		▲1.9pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		130		103		104		+26		+25%				14		10		8		+6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				産業 サンギョウ		128		104		+25		+24%		+13%				10		8		+2		+26%								7.5%		7.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		41		82		82		▲40		▲49%				▲ 4		▲1		1		▲5		-				▲8.7%		-0.6%		1.6%		▲10.3pt				航空 コウクウ		82		82		+0		+0%		+25%				▲ 1		1		▲2		-								-0.6%		1.7%		▲2.2pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		14		13		9		+5		+61%				▲ 0		(0)		2		▲2		-				▲1.8%		15.2%		15.4%		▲17.2pt				その他 タ		13		9		+5		+52%		▲53%				▲ 0		2		▲2		▲117%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 2		▲ 5		+0		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 2		▲ 5		+2		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		943		927		802		+141		+18%				124		51		61		+63		+104%				13.2%		5.5%		7.6%		+5.6pt				合計 ゴウケイ		927		802		+125		+16%		+1%				51		61		▲10		▲17%								5.5%		7.6%		▲2.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY 2020		Actual		FY 2019		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		61.3		46.3		47.7		+13.7		+29%				11.0		4.5		5.3		+5.7		+108%				17.9%		9.6%		11.1%		+6.8pt				AMI		60.0		47.7		+12.3		+26%		+286%				4.5		5.3		-0.8		-15%				-758%				7.4%		11.1%		-3.6pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		14.5		13.0		13.1		+1.4		+11%				0.9		-0.1		0.2		+0.5		—				6.1%		-0.5%		1.4%		+4.7pt				MED		14.4		13.1		+1.3		+10%		+942%				-0.1		0.2		-0.2		-131%				-176%				-0.4%		1.4%		-1.9pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		13.0		10.3		10.4		+2.6		+25%				1.4		1.0		0.8		+0.6		+79%				10.6%		9.4%		7.4%		+3.2pt				IE		12.8		10.4		+2.5		+24%		+322%				1.0		0.8		+0.2		+26%				+292%				7.5%		7.4%		+0.1pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		4.1		8.2		8.2		-4.0		▲49%				-0.0		-0.1		0.1		-0.1		—				-0.5%		-0.6%		1.6%		-10.3pt				AE		8.2		8.2		+0.0		0%		ERROR:#DIV/0!				-0.1		0.1		-0.2		-138%				▲172%				-0.6%		1.7%		-2.2pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		0.9		+0.0		-53%				-0.0		0.2		0.2		-0.2		-117%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt				Other		1.3		0.9		+0.5		+52%		+92%				-0.0		0.2		-0.2		-117%				-185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments														-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—														Adjutment														-0.2		-0.5		+0		-50%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		94.3		78.6		80.2		+14.1		+18%				12.4		5.1		6.1		+6.3		+104%				13.2%		6.4%		7.6%		+5.6pt				Total		92.7		80.2		+12.5		+16%		+541%				5.1		6.1		-1.0		-17%				-690%				5.5%		7.6%		-2.1pt



				２Q																																								２Q																																				２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		485		474		658		▲173		▲26%				62		113		103		▲41		▲40%				12.8%		23.9%		15.7%		▲2.9pt				計測 ケイソク		534		634		▲100		▲16%		+10%				111		103		+8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		161		160		218		▲56		▲26%				2		10		12		▲10		▲81%				1.4%		6.3%		5.6%		▲4.2pt				医用 イヨウ		205		195		+10		+5%		+18%				15		5		+10		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		75.49		100.46		91.04		▲16		▲17%				3.36		6.81		3.55		▲0		▲5%				4.4%		6.8%		3.8%		+0.6pt				産業 サンギョウ		66		124		▲58		▲46%		▲5%				2		14		▲13		▲89%				▲24%				2.4%		11.6%		▲9.2pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		119		78		70		+48		+69%				8		5		2		+6		+351%				6.5%		5.9%		2.4%		+4.0pt				航空 コウクウ		70		42		+28		+65%		+26%				4		▲ 4		+7		▲197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		5		6		27		▲22		▲82%				2		+2		4		▲2		-				▲1.6%		33.7%		12.1%		▲13.7pt				その他 タ		22		30		▲8		▲27%		▲27%				6		0		+6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲6		▲ 7		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 6		▲4		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		845		829		1,063		▲218		▲21%				72		132		118		▲46		▲39%				8.5%		15.9%		11.1%		▲2.5pt				合計 ゴウケイ		(927)		1,027		▲1954		▲190%		+11%				128		114		+15		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		▲24.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				FY 2018		YoY						FY 2019				YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		48.5				65.8		-17.3		-26%				6.2				10.3		-4.1		-40%				12.8%				15.7%		-2.9pt				AMI		53.4		63.4		-10.0		-16%		+10%				11.1		10.3		+0.8		+8%				+15%				20.9%		16.3%		+4.6pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		16.1				21.8		-5.6		-26%				0.2				1.2		-1.0		-81%				1.4%				5.6%		-4.2pt				MED		20.5		19.5		+1.0		+5%		+18%				1.5		0.5		+1.0		+197%				+148%				7.2%		2.5%		+4.6pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		7.5				9.1		-1.6		-17%				0.3				0.4		-0.0		-5%				4.5%				3.9%		+0.6pt				IE		6.6		12.4		-5.8		-46%		-5%				0.2		1.4		-1.3		-89%				-24%				2.4%		11.6%		-9.2pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		11.9				7.0		+4.8		+69%				0.8				0.2		+0.6		+351%				6.5%				2.4%		+4.0pt				AE		7.0		4.2		+2.8		+65%		+26%				0.4		-0.4		+0.7		-197%				+35%				5.0%		-8.4%		+13.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		0.5				2.7		-2.2		-82%				0.2				0.4		-0.2		-48%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		2.2		3.0		-0.8		-27%		-27%				0.6		0.0		+0.6		+5673%				+5673%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments														-0.5				-0.7		+0.2		-														Adjutment														-0.9		-0.6		-0.4		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		84.5				106.3		-21.8		-21%				7.2				11.8		-4.6		-39%				8.5%				11.1%		-2.5pt				Total		-92.7		102.7		-195.4		-190%		+11%				12.8		11.4		+1.5		+13%				+22%				-13.8%		11.1%		-24.9pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%				172		158		156		+15		+10%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%				11		9		14		▲3		▲21%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%				17		16		11		+6		+52%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%				4		4		3		+1		+36%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%				196		182		179		+18		+10%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%				17.2				15.6		+1.5		+10%				15.6%				13.8%		+1.9pt				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%				1.1				1.4		-0.3		-21%				3.6%				4.0%		-0.4pt				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%				1.7				1.1		+0.6		+52%				8.3%				5.8%		+2.6pt				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%				0.4				0.3		+0.1		+36%				2.6%				2.0%		+0.6pt				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment														-0.9				-1.2		+0		-														Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%				19.6				17.9		+1.8		+10%				11.0%				9.6%		+1.4pt				Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																				3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		628				591		+38		+6%				113				95		+18		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		157				154		+3		+2%				9				▲ 1		+10		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		117				107		+10		+9%				11				10		+1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		60				61		▲1		▲2%				▲ 0				1		▲2		-				-0.7%				2.0%		▲2.7pt				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		10				13		▲3		▲22%				4				2		+1		+63%				26.6%				12.7%		+13.9pt				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 6				▲ 7		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		973				926		+47		+5%				131				101		+30		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		62.8				59.1		+3.8		+6%				11.3				9.5		+1.8		+19%				17.9%				16.1%		+1.8pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		15.7				15.4		+0.3		+2%				0.9				-0.1		+1.0		-				5.7%				-0.8%		+6.5pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		11.7				10.7		+1.0		+9%				1.1				1.0		+0.1		+13%				9.7%				9.4%		+0.3pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		6.0				6.1		-0.1		-2%				-0.0				0.1		-0.2		-				-0.7%				2.0%		-2.7pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.0				1.3		-0.3		-22%				0.4				0.2		+0.1		+63%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments														-0.6				-0.7		+0.1		-														Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		97.3				92.6		+4.7		+5%				13.1				10.1		+3.0		+30%				13.4%				10.9%		+2.6pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																				3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,726				1,725		+1		+0%				284				251		+33		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		464				503		▲40		▲8%				20				13		+7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		323				302		+20		+7%				29				21		+7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		220				213		+7		+3%				4				4		▲1		▲13%				1.7%				2.0%		▲0.3pt				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		29				48		▲19		▲40%				6				8		▲3		▲34%				13.3%				13.4%		▲0.1pt				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 15				▲ 18		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,761				2,791		▲31		▲1%				327				280		+48		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales												Operating Income												Operating Margin												Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		Y on Y						FY2019				FY2018		YoY						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio										Change		ratio										Change				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.6				172.5		+0.1		+0%				28.4				25.1		+3.3		+13%				16.5%				14.6%		+1.9pt				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		46.4				50.3		-4.0		-8%				2.0				1.3		+0.7		+56%				4.3%				2.6%		+1.8pt				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		32.3				30.2		+2.0		+7%				2.9				2.1		+0.7		+33%				8.8%				7.1%		+1.8pt				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		22.0				21.3		+0.7		+3%				0.4				0.4		-0.1		-13%				1.7%				2.0%		-0.3pt				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		2.9				4.8		-1.9		-40%				0.6				0.8		-0.3		-34%				15.2%				6.0%		+9.2pt				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.5				-1.8		+0.3		-														Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		276.1				279.1		-3.1		-1%				32.7				28.0		+4.8		+17%				11.9%				10.0%		+1.8pt				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







																																												４Qのみ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.8pt				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		157				165		▲8		▲5%				9				0		+9		-				5.7%				0.0%		+5.7pt				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		117				107		+10		+10%				11				7		+5		+75%				9.7%				6.1%		+3.6pt				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		60				79		▲19		▲24%				▲0				1		▲2		-				-0.7%				1.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		10				10		▲0		▲1%				4				6		▲2		▲33%				15.2%				17.4%		▲2.2pt				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲6				▲ 9		+3		-														調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		973				973		+0		+0%				131				99		+32		+32%				13.4%				10.2%		+3.3pt				合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,362		+123		+5.2%				425				358		+67		+19%				17.1%				15.1%		+1.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				702		▲33		▲4.7%				44				32		+12		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				430		+21		+4.9%				41				37		+5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				300		▲15		▲4.9%				1				8		▲7		▲92%				0.2%				2.6%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				60		▲16		▲26.3%				10				12		▲2		▲18%				16.2%				15.4%		+0.8pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 28		+5		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,935				3,854		+81		+2%				497				418		+79		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		248.6				236.2		+12.3		+5%				42.5				35.8		+6.7		+19%				17.1%				15.1%		+2.0pt				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		66.9				70.2		-3.3		-5%				4.4				3.2		+1.2		+37%				6.5%				4.5%		+2.0pt				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		45.2				43.0		+2.1		+5%				4.1				3.7		+0.5		+12%				9.1%				8.5%		+0.6pt				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		28.6				30.0		-1.5		▲5%				0.1				0.8		-0.7		▲92%				0.2%				2.6%		-2.4pt				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		4.4				6.0		-1.6		-26%				1.0				1.2		-0.2		-18%				15.4%				14.1%		+1.3pt				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments														-2.3				-2.8		+0.5		—														Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		393.5				385.4		+8.1		+2%				49.7				41.8		+7.9		+19%				12.6%				10.9%		+1.8pt				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		760				637		+122		+19%				141				106		+34		+32%				18.5%				16.7%		+1.9pt				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				199		+7		+3%				24				19		+5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		129				128		+1		+1%				13				15		▲3		▲17%				9.9%				12.0%		▲2.1pt				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		66				88		▲22		▲25%				▲ 3				4		▲7		-				▲4.5%				4.2%		▲8.6pt				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		15				12		+4		+31%				4				4		+1		+19%				28.8%				31.8%		▲3.0pt				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 9		+1		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,063		+111		+10%				170				139		+31		+23%				14.5%				13.1%		+1.5pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		76.0				63.7		+12.2		+19%				14.1				10.6		+3.4		+32%				18.5%				16.7%		-3.0pt				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		20.5				19.9		+0.7		+3%				2.4				1.9		+0.5		+24%				11.5%				9.6%		+1.9pt				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.9				12.8		+0.1		+1%				1.3				1.5		-0.3		-17%				9.9%				12.0%		-2.1pt				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		6.6				8.8		-2.2		▲25%				-0.3				0.4		-1		-				-4.5%				4.2%		-8.6pt				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.5				1.2		+0.4		+31%				0.4				0.4		+0.1		+19%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments														-0.8				-0.9		+0		—														Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		117.4				106.3		+11.1		+10%				17.0				13.9		+3.1		+23%				14.5%				13.1%		+1.4pt				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,486				2,450		+36		+1%				425				395		+30		+8%				17.1%				16.1%		+1.1pt				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		669				700		▲31		▲4%				44				27		+17		+62%				6.5%				3.9%		+2.7pt				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				37		+4		+11%				9.1%				8.4%		+0.7pt				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		286				295		▲9		▲3%				1				8		▲7		-				0.2%				2.7%		▲2.4pt				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		44				65		▲21		▲32%				10				12		▲2		▲18%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 29		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,935				3,950		▲15		▲0%				497				450		+47		+11%				12.6%				11.4%		+1.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ																								売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比						FY2019				FY2018								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		760				724		+36		+5%				141				111		+30		+27%				18.5%				15.3%		+3.3pt				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		205				236		▲31		▲13%				24				7		+17		+243%				11.5%				2.9%		+8.6pt				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				9		+4		+50%				9.9%				7.2%		+2.6pt				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		66				75		▲9		▲12%				▲ 3				4		▲7		-				-4.5%				5.8%		▲10.2pt				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		15				36		▲21		▲58%				4				6		▲2		▲33%				13.7%				14.1%		▲0.4pt				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 14		+6		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,174				1,189		▲15		▲1%				170				123		+47		+39%				14.5%				10.3%		+4.2pt				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt



				４Q																																								下期 シモキ																																				４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		▲2.9pt						計測 ケイソク		1,388				1,228		+160		+13%				253				201		+52		+26%				18.2%				16.4%		+1.9pt				計測 ケイソク		ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		161		▲24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!



				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						医用 イヨウ		363				353		+10		+3%				33				18		+15		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				医用 イヨウ		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		15		+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		247				236		+11		+5%				24				25		▲1		▲5%				9.8%				10.8%		▲1.0pt				産業 サンギョウ		(236)		(241)		+5		▲2%		▲1%				(36)		(39)		+3		▲8%		12		+39%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		126				149		▲23		▲15%				(3)				5		▲8		▲169%				-2.7%				3.3%		▲5.9pt				航空 コウクウ		(70)		(69)		▲1		+2%		+2%				(3)		(2)		▲1		+37%		12		+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		25				24		+1		+3%				8				6		+2		+36%				32.3%				31.5%		+0.8pt				その他 タ		(43)		(45)		+2		▲5%		▲5%				(4)		(4)		+1		▲18%		6		▲18%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 14				(16)		▲7		-														調整額 チョウセイ ガク														8		8		▲0		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		2,147				1,990		+158		+8%				301				240		+61		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				合計 ゴウケイ		(30)		(27)		▲3		+10%		+11%				▲ 1		▲ 0		▲1		+565%		185		▲16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales												Operating Income												Operating Margin												Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		YoY						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt		-2.9pt						AMI		138.8				122.8		+16.0		+13%				25.3				20.1		+5.2		+26%				18.2%				16.4%		-3.0pt				AMI		ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		0.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				-24%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		-3.0pt



				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+2.1pt						MED		36.3				35.3		+1.0		+3%				3.3				1.8		+1.5		+83%				9.0%				5.0%		+3.9pt				MED		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				+41%				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt		+2.2pt						IM		24.7				23.6		+1.1		+5%				2.4				2.5		-0.1		-5%				9.8%				10.8%		-1.0pt				IM		-23.6		-24.1		+0.5		-2%		-1%				-3.6		-3.9		+0.3		-8%				+39%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt		-0.4pt						AE		12.6				14.9		-2.3		▲15%				-0.3				0.5		-1		-169%				-2.7%				3.3%		-5.9pt				AE		-7.0		-6.9		-0.1		+2%		+2%				-0.3		-0.2		-0		+37%				+0%				4.5%		3.4%		+1.3pt



				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		2.5				2.4		+0.1		+3%				0.8				0.6		+0.2		+36%				23.1%				31.5%		-8.4pt				Other		-4.3		-4.5		+0.2		-5%		-5%				-0.4		-0.4		+0.1		-18%				-18%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—																Adjustments														-1.4				-1.6		+0		—														Adjustments														0.8		0.8		-0		—		0		—

				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt		-1.6pt						Total		214.7				199.0		+15.8		+8%				30.1				24.0		+6.1		+26%				14.0%				12.0%		+2.0pt				Total		-3.0		-2.7		-0.3		+10%		+11%				-0.1		-0.0		-0.1		+565%				-16%				2.6%		0.4%		+2.2pt







				通期 ツウキ																																								通期（公表値差） ツウキ コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,486				2,440		+46		+2%				425				410		+15		+4%				17.1%				16.8%		+0.3pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		669				655		+14		+2%				44				33		+11		+32%				6.5%				5.0%		+1.5pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		452				440		+12		+3%				41				40		+1		+3%				9.1%				9.1%		+0.0pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		286				275		+11		+4%				1				2		▲1		▲67%				0.2%				0.7%		▲0.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		44				40		+4		+10%				10				5		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 23				▲ 30		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		3,935				3,850		+85		+2%				497				460		+37		+8%				12.6%				11.9%		+0.7pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt





				通期 ツウキ																																								４Q（公表値差） コウヒョウ アタイ サ																																				通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ												営業利益率 エイギョウ リエキ リツ												売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2020		実質 ジッシツ		公表値 コウヒョウ アタイ		計画比 ケイカク ヒ						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		760				714		+46		+6%				141				126		+15		+12%				18.5%				17.6%		+0.9pt				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		205				191		+14		+7%				24				13		+11		+83%				11.5%				6.7%		+4.7pt				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		129				117		+12		+10%				13				12		+1		+11%				9.9%				9.8%		+0.1pt				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		66				55		+11		+19%				▲ 3				▲ 2		▲1		-				-4.5%				-3.0%		▲1.5pt				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		15				11		+4		+36%				4				▲ 1		+5		-										+0.0pt				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 8				▲ 15		+7		-														調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt		▲0.3pt				7.7088388215		合計 ゴウケイ		1,174				1,089		+85		+8%				170				133		+37		+28%				14.5%				12.2%		+2.3pt				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



																																														0





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021 

						重点機種 ジュウテン キシュ		265		274		288		276		343		55		(+3%)		(+5%)		(▲4%)		(+24%)		3%		5%		-4%

						その他 タ		196		242		209		201		271		61		(+24%)		(▲14%)		(▲4%)		(+35%)		24%		-14%		-4%

						合計 ゴウケイ		461		516		497		477		613		116		(+12%)		(▲4%)		(▲4%)		(+29%)		12%		-4%		-4%





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				27.4		28.8		27.6		34.3

						Others				24.2		20.9		20.1		27.1

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				27.4		28.8		27.6		34.3		95.8%				4.9%		-4.2%		5%

						Other				24.2		20.9		20.1		27.1		96.1%				-13.8%		-3.9%		-14%

						Total				51.6		49.7		47.7		61.3		96.0%				-3.8%		-4.0%		-4%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				2.7		2.9		2.8		3.4

						Others				2.4		2.1		2.0		2.7

						Total				5.2		5.0		4.8		6.1



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




FY2019	FY2020	FY2021 	287.52999999999997	275.52999999999997	342.52	

FY2019	FY2020	FY2021 	209.08000000000004	201	270.52999999999997	

FY2019	FY2020	FY2021 	496.61	476.53	613.04999999999995	

売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				216		171		+45		+26%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、好調に推移
・ コウチョウ スイイ

																														海外 カイガイ				397		306		+92		+30%		ERROR:#REF!

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						北米				73		54		+19		+35%		+12%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						欧州				63		49		+14		+28%		▲4%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響
・ロシアでは製薬、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						中国				169		137		+33		+24%		▲5%				・製薬など民需を中心に重点機種が拡大 ジュウテン キシュ カクダイ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				65		51		+14		+27%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				205		286		▲81		▲28%		ERROR:#REF!

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				209		196		+13		+6%		ERROR:#REF!

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				60		72		▲11		▲15%		ERROR:#REF!

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				(56)		(16)		▲40		+248%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				56		87		▲31		▲35%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				20.5		28.6		-8.1		-28%		ERROR:#REF!

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.0		7.2		-1.1		-15%		ERROR:#REF!

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				(5.6)		(1.6)		-4.0		+248%		ERROR:#REF!

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				20.9		19.6		+1.3		+6%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				5.6		8.7		-3.1		-35%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		457		▲36		▲8%		ERROR:#REF!				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		▲1		▲0%		ERROR:#REF!				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		250		+31		+13%		ERROR:#REF!				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		121		+3		+2%		ERROR:#REF!				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		120		▲7		▲6%		ERROR:#REF!				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		138		▲17		▲12%		ERROR:#REF!				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1		45.7		-3.6		-8%		ERROR:#REF!				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1		13.8		-1.7		-12%		ERROR:#REF!				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3		12.0		-0.7		-6%		ERROR:#REF!				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3		12.1		+0.3		+2%		ERROR:#REF!				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1		25.0		+3.1		+13%		ERROR:#REF!				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				235		212		+24		+11%		+0%				・新型コロナウイルス検出試薬キットが好調に推移
・補正予算などで大学を中心に質量分析計が増加 シンガタ ケンシュツ シヤク コウチョウ スイイ ホセイ ヨサン ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ

																														海外 カイガイ				393		379		+14		+4%						・中国の回復が継続、欧州も増加、またインドを中心にその他のアジアも増加
・北米は新型コロナの影響下、臨床ラボ等の需要が停滞 チュウ ゴク カイフク ケイゾク オウシュウ ゾウカ チュウシン タ ゾウカ ホクベイ シンガタ エイキョウ カ リンショウ トウ ジュヨウ テイタイ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						中国				161		145		+15		+11%		+16%				・「中国薬典」改正需要で質量分析計等が増加
・政府の積極的な投資、食品安全需要の拡大、また産業分野の市況回復により拡大 トウ ゾウカ セイフ セッキョクテキ トウシ ショクヒン アンゼン ジュヨウ カクダイ サンギョウ ブンヤ シキョウ カイフク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				66		73		▲7		▲10%		+8%				・新型コロナの感染拡大や大学・臨床・官公需の停滞が影響
・中小ラボでの投資も停滞傾向 リンショウ

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				71		66		+5		+8%		+4%				・西ヨーロッパでの製薬・臨床・大学等で投資が回復傾向
・液体クロマトグラフ・ガスクロマトグラフが好調に推移 ニシ セイヤク リンショウ ダイガク トウ トウシ カイフク ケイコウ エキタイ コウチョウ スイイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						その他
アジア ホカ				75		71		+4		+6%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				23.5		21.2		+2.4		+11%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				16.1		14.5		+1.5		+11%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				6.6		7.3		-0.7		-10%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				7.1		6.6		+0.5		+8%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.5		7.1		+0.4		+6%		+2%







				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				656		668		▲12		▲2%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				1,070		1,056		+13		+1%

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				442		395		+47		+12%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				189		194		▲5		▲2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				185		186		▲2		▲1%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				196		209		▲13		▲6%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				1,042		1,008		+34		+3%		+3%				・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献
・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計が増加
・設備投資減少により、自動車・鉄鋼向けの試験機・非破壊検査が大幅減少 シンガタ ケンシュツ シヤク ゼンジドウ ケンサ ソウチ コウケン ホセイ ヨサン ジュヨウ ト コ ダイガク チュウシン シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ セツビ トウシ ゲンショウ ジドウシャ テッコウ ム シケンキ ヒハカイ ケンサ オオハバ ゲンショウ

																														海外 カイガイ				1,444		1,354		+90		+7%						・中国が回復、欧州増収
・北米・その他アジアは微減 カイフク オウシュウ ゾウシュウ ホクベイ ホカ ビゲン

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				576		479		+96		+20%		+22%				・「中国薬典」改正需要及び食品安全需要の拡大により、液体クロマトグラフ、
　質量分析計増加
・製造業の需要回復により、その他機種も増加 オヨ セイゾウギョウ ジュヨウ カイフク ホカ キシュ ゾウカ

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				256		246		+10		+4%		+10%				・医薬品向けに液体クロマトグラフが増加
・臨床向けに質量分析計増加
・国別では経済対策による需要喚起によりドイツが貢献 イヤクヒン ム エキタイ ゾウカ リンショウ ム シツリョウ ブンセキ ケイ ゾウカ クニベツ カンキ コウケン

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				268		268		▲0		▲0%		+2%				・インドでの医薬品原料自国生産強化策により、製薬での設備投資が回復基調
・予算がコロナ対策に重点的に配分されたことや入札の延期などで官公庁需要減少 イヤク ヒン ゲンリョウ ジコク セイサン キョウカ サク セイヤク セツビ トウシ カイフク キチョウ ヨサン タイサク ジュウテンテキ ハイブン ニュウサツ エンキ カンコウチョウ ジュヨウ ゲンショウ

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				260		262		▲3		▲1%		+1%				・中小ラボ投資減速により機能性食品向け分析需要停滞 チュウショウ トウシ ゲンソク キノウセイ ショクヒン ム ブンセキ ジュヨウ テイタイ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				104.2		100.8		+3.4		+3%		+3%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				26.8		26.8		-0.0		-0%		+2%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				26.0		26.2		-0.3		-1%		+1%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				25.6		24.6		+1.0		+4%		+10%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				57.6		47.9		+9.6		+20%		+22%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				386		340		+46		+14%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				134		84		+49		+59%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				71		69		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				72		60		+12		+20%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				72		59		+12		+21%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				38.6		34.0		+4.6		+14%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				7.2		5.9		+1.2		+21%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				7.1		6.9		+0.2		+3%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				7.2		6.0		+1.2		+20%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				13.4		8.4		+4.9		+59%		+0%







				通期 ツウキ																										下期 シモキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				621		551		+70		+13%		+13%

																														海外 カイガイ				767		677		+90		+13%

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				294		229		+65		+28%		+30%

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				136		142		▲5		▲4%		▲2%

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				143		126		+17		+14%		+19%

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				147		131		+16		+13%		+14%



















&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+38%		・新型コロナウイルス検査試薬キット、
　全自動PCR検査装置が貢献
・医薬向けにLC・MSが増加 シンガタ ケンサ シヤク ゼン ジドウ ケンサソウチ コウケン イヤク ム ゾウカゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						+5%		・鉄、石化、電子・電機は回復傾向
・自動車向けは回復が鈍い テツ セキカ デンシ デンキ カイフクケイコウ カイフク ニブ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+15%		・大学は欧米が大学ラボの再開などで増加
・官公庁は延期・凍結されていた
　予算執行が進む ダイガク オウベイ ダイガク サイカイ ゾウカ カンコウチョウ ヨサン シッコウ ススム





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		38.3%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		18.6%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		14.7%

		その他 ホカ		28.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+15%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+38%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		38.3%

				Industry		18.6%

				Academia/Government		14.7%

				Others		28.4%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				X線 セン		93		106		96		100		102		ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6		14%		-9%		4%

				その他 タ		39		36		37		31		43		ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5		-8%		4%		-18%

				合計 ゴウケイ		132		142		134		131		145		ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		11		7%		-6%		-2%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018

				X-Ray Systems		9.3		10.6								ERROR:#REF!				ERROR:#NAME?		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Other		3.9		3.6								ERROR:#REF!				-7.9%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total		13.2		14.2								ERROR:#REF!				7.4%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

#REF!	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	1	X線	
FY2019	FY2020	FY2021	96.41	100.38	102.3	その他	
FY2019	FY2020	FY2021	37.44	30.680000000000007	42.570000000000007	合計	
FY2019	FY2020	FY2021	133.85	131.06	144.87	




8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2021		FY2020		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				83		67		+16		+24%		▲15%				・補正予算需要が貢献
・アフターマーケット事業が拡大

																												海外 カイガイ				62		64		▲2		▲3%		ERROR:#REF!				・設備投資は回復傾向にあるが、回診用Ｘ線撮置の減少を補えず セツビ トウシ カイフク ケイコウ カイシン オギナ								4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		+1		+3%		+14%				・医療機関の設備投資が回復基調にあり、Ｘ線TVシステムなどが増加

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				7		8		▲1		▲13%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置の需要が減少

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				10		13		▲3		▲25%		+34%				・中小規模病院の設備投資が停滞

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				12		9		+2		+24%		▲9%				・東南アジアにおいてＸ線TVシステムなどが増加







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				76		156		▲80		▲51%		ERROR:#REF!

																												海外 カイガイ				85		61		+24		+39%		ERROR:#REF!

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		16		+7		+41%		ERROR:#REF!

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				13		8		+5		+64%		ERROR:#REF!

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				17		12		+5		+45%		ERROR:#REF!

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				17		13		+4		+33%		ERROR:#REF!







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				7.6		15.6		-8.0		-51%		ERROR:#REF!

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3		1.6		+0.7		+41%		ERROR:#REF!

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.3		0.8		+0.5		+64%		ERROR:#REF!

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.7		1.2		+0.5		+45%		ERROR:#REF!

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.7		1.3		+0.4		+33%		ERROR:#REF!







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		223		▲64		▲29%		ERROR:#REF!				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		125		+22		+17%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		36		+7		+20%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		22		+6		+29%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		17		+4		+25%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		25		+2		+7%		ERROR:#REF!				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9		22.3		-6.4		-29%		ERROR:#REF!				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3		3.6		+0.7		+20%		ERROR:#REF!				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7		2.5		+0.2		+7%		ERROR:#REF!				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1		1.7		+0.4		+25%		ERROR:#REF!				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9		2.2		+0.6		+29%		ERROR:#REF!				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				82		88		▲6		▲7%		▲2%				・新型コロナウイルス感染拡大による、医療機関での設備投資延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関での設備投資の延期・凍結が影響
・特に大型装置である血管撮影システムが減少 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ イリョウ キカン セツビ トウシ エンキ トウケツ エイキョウ トク オオガタ ソウチ ケッカンサツエイ ゲンショウ

																												海外 カイガイ				76		67		+9		+13%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置の増加が継続。北米・欧州・中国で拡大 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ケイゾク ホクベイ オウシュウ チュウゴク カクダイ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				19		15		+3		+22%		+5%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ																				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併の効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				欧州				18		11		+6		+54%		▲16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				13		11		+2		+20%		▲26%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加																				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付けが遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				その他
アジア ホカ				13		16		▲3		▲18%		+2%				・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり東南アジアの一部地域で据付け遅延 シンガタ カンセン カクダイ エイキョウ トウナン イチブ チイキ スエツ チエン														・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・西ヨーロッパで大幅に拡大 ニシ オオハバ カクダイ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				8.2		8.8		-0.6		-7%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				1.9		1.5		+0.3		+22%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				1.3		1.6		-0.3		-18%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.8		1.1		+0.6		+54%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				1.3		1.1		+0.2		+20%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				241		311		▲70		▲23%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

																												海外 カイガイ				223		192		+31		+16%		ERROR:#REF!				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				61		51		+11		+21%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				38		28		+10		+37%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				中国				40		36		+4		+11%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				その他
アジア ホカ				42		38		+4		+9%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				369		431		▲61		▲14%		▲14%				・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キ シュウエキ アッカ エイキョウト

																												海外 カイガイ				(238)		(297)		+58		▲20%						・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				48		37		+11		+29%		+34%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・東欧で一般撮影システムが増加 トウオウ イッパン サツエイ ゾウカ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				83		73		+10		+14%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加
・2019年1月に買収した販社CMI社の合併効果 ハイエン シンダン ヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ネン ガツ バイシュウ ハンシャ シャ ガッペイ コウカ

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				60		52		+8		+15%		+16%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52		52		+1		+1%		+3%				・高付加価値製品の拡販推進・政府支援による設備投資回復でX線TVが増加







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				36.9		43.1		-6.1		-14%		-14%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				8.3		7.3		+1.0		+14%		+16%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2		5.2		+0.1		+1%		+3%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				4.8		3.7		+1.1		+29%		+34%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				6.0		5.2		+0.8		+15%		+16%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				129		120		+9		+8%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22		22		▲0		▲2%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				11		14		▲3		▲22%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9		9		+0		+5%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				20		16		+4		+22%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.9		12.0		+0.9		+8%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2		2.2		-0.0		-2%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.1		1.4		-0.3		-22%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9		0.9		+0.0		+5%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				2.0		1.6		+0.4		+22%		-26%
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9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021												TMP

				TMP		43		43		49		37		54		63		13%		-25%		48%		1.96		16%		ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		31		33		33		27		37		7%		1%		-20%		0		37%		Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		19		37		23		23		30		92%		-37%		-2%		0.99		33%		油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		93		119		93		104		130		28%		-22%		11%				25%		Others

																												その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

																												Total

																												合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

																																50%		7%



																																11%		4%



																																6%		28%



																																24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018

				TMP		4.3				4.9

				Hydraulic Equipment		3.1				3.3

				Other		1.9				3.7

				Total		9.3				11.9































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2019	FY2020	FY2021	36.729999999999997	54.38	63	油圧機器	

FY2019	FY2020	FY2021	33.43	26.67	36.56	その他	

FY2019	FY2020	FY2021	23.040000000000006	22.630000000000003	30.039999999999992	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	93.2	103.68	129.6	

TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



4.9030000000000005	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



3.3049999999999997	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

3.6719999999999997	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ





		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020		FY2021

		民航 タミ ワタル		10		11				15				10		9		35%		17%		35%		-36%

		防衛 ボウエイ		50		44				50				72		32		15%		-12%		15%		43%

		合計 ゴウケイ		60		55				66				82		41		19%		-8%		19%		25%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		1.0		1.1				1.5				1.0

		Defense		5.0		4.4				5.0				7.2

		Total		6.0		5.5				6.6				8.2





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2019	FY2020	FY2021	15.23	9.7000000000000028	9.259999999999998	防衛	

FY2019	FY2020	FY2021	50.349999999999994	72.05	32.15	合計	

FY2019	FY2020	FY2021	65.58	81.75	41.41	



11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

						目次 モクジ																										目次 モクジ																						目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																						通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802				808		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305				323		▲305		▲100%		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%				40.0%		▲38.0pt		-		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244				279		▲244		▲100%		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%				34.5%		▲30.4pt		-		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786				808		▲786		▲100%		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61				45		▲61		▲100%		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%				5.5%		▲7.6pt		-		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51				45		▲51		▲100%		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62				45		▲62		▲100%		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42				34		▲42		▲100%		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5				123.5		▲118.5		ERROR:#DIV/0!		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34				46		ERROR:#VALUE!				▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26				34		▲ 26				▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1						YoY				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2				80.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6				80.8		-2.2		-3%		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1				4.5		- 6.1		▲100%		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%				5.5%		▲7.6pt		—		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1				4.5		+0.6		▲100%		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2				4.5		- 6.2		▲100%		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2				3.4		- 4.2		▲100%		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7				110.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5				123.5		- 118.5		ERROR:#DIV/0!		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4				4.6		ERROR:#VALUE!				- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6				3.4		- 2.6				- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986				1,057		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974				1,057		▲974		▲100%		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136				134		▲136		▲100%		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132				134		▲132		▲100%		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%				12.7%		▲13.7pt		-		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133				142		▲133		▲100%		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98				98		▲98		▲100%		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2				119.4		▲124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				38		ERROR:#VALUE!				▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34				64		▲ 34				▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38				33		▲ 38				+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2						YoY				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020				FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6				105.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.1		▲7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6				13.4		- 13.6		▲100%		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%				12.7%		▲13.7pt				+1.1pt										    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3				14.2		- 13.3		▲100%		- 0.9		▲6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8				9.8		- 9.8		▲100%		- 0.1		▲1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3				107.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                          Euro (Yen)		124.2				119.4		- 124.2		ERROR:#DIV/0!		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.8		ERROR:#VALUE!				- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4				6.4		- 3.4				- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8				3.3		- 3.8				+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9





										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788				1,865		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760				1,865		▲1760		▲100%		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196				179		▲196		▲100%		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182				179		▲182		▲100%		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%				9.6%		▲11.0pt		-		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195				187		▲195		▲100%		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139				132		▲139		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3				121.5		▲121.3		▲100.0%		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71				85		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59				97		▲ 59				▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76				65		▲ 76				+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				101.26		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1 H						YoY				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2018				FY 2017		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8				186.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 7.7		▲4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6				17.9		- 19.6		▲100%		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%				9.6%		▲11.0pt				+1.4pt										    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5				18.7		- 19.5		▲100%		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9				13.2		- 13.9		▲100%		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0				110.9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		128.4				129.8		- 121.3		-100.0%		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1				8.5		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9				9.7		- 5.9				- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6				6.5		- 7.6				+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																単位：億円		第3四半期 ダイ シハンキ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率																FY2020 				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		973				926		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+47		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		131				101		▲131		▲100%		+30		+30%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.4%				10.9%		▲13.4pt		-		+2.6pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		130				107		▲130		▲100%		+23		+22%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		97				81		▲97		▲100%		+16		+19%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		104.57				108.80		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲4.23		▲3.9%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		124.57				120.36		▲124.57		▲100.0%		+4.21		+3.5%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37				36		+1				+1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		46				22		▲ 46				+24										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		39				33		▲ 39				+6										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3						YoY				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020 				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		97.3				92.6		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+4.7		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		13.1				10.1		- 13.1		-100%		+3.0		+30%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.4%				10.9%		▲13.4pt		—		+2.6pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		13.0				10.7		- 13.0		▲100%		+2.3		+22%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.7				8.1		- 9.7		▲100%		+1.6		+19%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		104.6				108.8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 4.2		-3.9%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		124.6				120.4		- 124.6		-100.0%		+4.2		+3.5%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		4.6				2.2		- 4.6				+2.4										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.9				3.3		- 3.9				+0.6										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,761				2,791		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲31		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		327				280		▲327		▲100%		+48		+17%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.9%				10.0%		▲11.9pt		-		+1.8pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		325				288		▲325		▲100%		+37		+13%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		236				214		▲236		▲100%		+22		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2.6		▲2.3%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		122.4				121.1		▲122.4		▲100.0%		+1.3		+1.1%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		108				121		ERROR:#VALUE!				▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		105				119		▲ 105				▲ 14										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		115				98		▲ 115				+17										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q						Y on Y				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2020				FY2019		Change		ratio		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		276.1				279.1		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 3.1		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		32.7				28.0		- 32.7		▲100%		+4.8		+17%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		11.9%				10.0%		▲11.9pt				+1.8pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		32.5				28.8		- 32.5		▲100%		+3.7		+13%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		23.6				21.4		- 23.6		▲100%		+2.2		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106.2				108.7		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 2.6		-2.3%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		122.4				121.1		- 122.4		-100.0%		+1.3		+1.1%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		10.8				12.1		ERROR:#VALUE!				- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		10.5				11.9		- 10.5				- 1.4										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		11.5				9.8		- 11.5				+1.7										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2



										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						前回予想比 ゼンカイヨソウヒ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2021		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		4,100		4,000		3,935		+100		+3%		+165		+4%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		530		500		497		+30		+6%		+33		+7%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%		12.5%		12.6%		+0.4pt		-		+0.3pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520		490		484		+30		+6%		+36		+7%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390		370		361		+20		+5%		+29		+8%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0		105.0		106.1		+1.0		+1%		▲0.1		▲0%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		123.0		120.0		123.8		+3.0		+3%		▲0.8		▲1%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185		185		157		+0				+28				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		160		160		145		+0				+15						設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		165		165		155		+0				+10						減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41				110.41		9.15				9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%				11.7%		ー				ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year						YoY				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		410.0				393.5		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+16.5		+4%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		53.0				49.7		- 53.0		-100%		+3.3		+7%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		12.9%				12.6%		-12.9pt		—		+0.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		52.0				48.4		- 52.0		-100%		+3.6		+7%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		39.0				36.1		- 39.0		-100%		+2.9		+8%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		106.0				106.1		+1.0		+1%		- 0.1		-0%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		123.0				123.8		+3.0		+3%		- 0.8		-1%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		18.5				15.7		ERROR:#VALUE!				+2.8								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		16.0				14.5		- 16.0				+1.5										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		16.5				15.5		- 16.5				+1.0										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8



										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q						前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				FY2019		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,339				1,144		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+196		+17%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		203				218		▲203		▲100%		▲15		▲7%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		15.1%				19.0%		▲15.1pt		-		▲3.9pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		195				196		+355		▲100%		▲1		▲0%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		154				147		▲154		▲100%		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1				125.2		▲120.1		▲100.0%		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		77				36		ERROR:#VALUE!				+41								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		55				26		▲ 55				+29										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		50				57		▲ 50				▲ 7										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4						YoY				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY2020				FY2019		Changes		Percent Increase/ Decrease		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		133.9				114.4		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+19.6		+17%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		20.3				21.8		- 20.3		-100%		- 1.5		-7%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		15.1%				19.0%		-15.1pt		—		-3.9pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		19.5				19.6		- 19.5		-18%		- 0.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		15.4				14.7		- 15.4		-100%		+0.7		+5%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0				110.2		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1				125.2		- 120.1		-100.0%		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		7.7				3.6		ERROR:#VALUE!				+4								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.5				2.6		- 5.5				+2.9										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		5.0				5.7		- 5.0				- 0.7										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5



										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ						目標比 モクヒョウ ヒ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020				目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		4,100				3,850		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+250		+6%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		530				460		▲530		▲100%		+70		+15%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		12.9%				11.9%		▲12.9pt		-		+1.0pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		520				450		▲520		▲100%		+70		+16%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		390				330		▲390		▲100%		+60		+18%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		106.0				105.0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		+1.0		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		123.0				123.0		▲123.0		▲100%		+0.0		+0%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		185				160		ERROR:#VALUE!				+25								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		160				120		▲ 160				+40										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		165				150		▲ 165				+15										減価償却費		133		135		▲ 2



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		前回予想 ゼンカイヨソウ		FY2020		前回予想比 ゼンカイヨソウヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,640		2,565		2,550		2,486		+90		+155		+6%		+75				460		415		430		418		+30		+42		+10%		+45				17.4%		16.2%		16.8%		+0.6pt



				医用 イヨウ		670		710		670		669		+0		+1		+0%		▲40				40		27		40		50		+0		▲ 10		▲20%		+13				6.0%		3.8%		7.5%		▲1.5pt



				産業 サンギョウ		515		450		505		452		+10		+63		+14%		+65				50		37		50		34		+0		+16		+49%		+13				9.7%		8.2%		7.4%		+2.3pt



				航空 コウクウ		230		300		230		286		+0		▲ 56		▲19%		▲70				2		9		2		9		+0		▲ 7		▲77%		▲7				0.9%		3.0%		3.1%		▲2.2pt



				その他 タ		45		75		45		44		+0		+1		+2%		▲30				7		13		7		10		+0		▲ 3		▲29%		▲6				10.4%		14.0%		16.2%		▲5.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 29		▲ 31		▲ 29		▲ 23				▲ 6		-		+2

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		4,000		3,935		+100		+165		+4%		+0				530		470		500		497		+30		+33		+7%		+60				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt









						Net Sales																		Operating Income																		Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019						YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen												Changes		Percent Increase/
Decrease																Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		264.0		256.5		255.0						+9.0		+4%		+7.5				46.0		41.5		43.0						+3.0		+7%		+4.5				17.4%		16.2%		16.9%		+0.6pt



				MED		67.0		71.0		67.0						+0.0		+0%		-4.0				4.0		2.7		4.0						+0.0		0%		+1.3				6.0%		3.8%		6.0%		+0.0pt



				IM		51.5		45.0		50.5						+1.0		+2%		+6.5				5.0		3.7		5.0						+0.0		0%		+1.3				9.7%		8.2%		9.9%		▲0.2pt



				AE		23.0		30.0		23.0						+0.0		+0%		-7.0				0.2		0.9		0.2						+0.0		0%		-0.7				0.9%		3.0%		0.9%		+0.0pt



				Other		4.5		7.5		4.5						+0.0		+0%		-3.0				0.7		1.3		0.7						+0.0		+0%		-0.6				14.0%		17.3%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																				-2.9		-3.1		-2.9						+0.0				+0.2

				Total		410.0		410.0		400.0						+10.0		+2%		+0.0				53.0		47.0		50.0						+3.0		+6%		+6.0				12.9%		11.5%		12.5%		+0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		915		840		857						+58		+7%		+75				209		164		185						+24		+13%		+45				22.8%		19.5%		21.5%		+1.3pt



				医用 イヨウ		167		207		179						▲ 12		▲7%		▲40				27		14		31						▲ 4		▲12%		+13				16.2%		6.8%		17.2%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		213		148		164						+49		+30%		+65				29		16		17						+12		+70%		+13				13.5%		10.6%		10.3%		+3.2pt



				航空 コウクウ		17		87		37						▲ 19		▲53%		▲70				(2)		5		5						▲ 7		▲147%		▲7				-12.7%		5.5%		12.8%		▲25.4pt



				その他 タ		(3)		27		(19)						+16		▲83%		▲30				(1)		5		(0)						▲ 1		+389%		▲6				-72.9%		14.7%		31.5%		▲104.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲11		▲13		▲12						+2				+2

				合計 ゴウケイ		1,309		1,309		1,218						+91		+7%		+0				250		190		224						+26		+12%		+60				19.1%		14.5%		18.4%		+0.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280						+160		+7%		▲125				410		415		335						+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620						+35		+6%		▲55				33		27		24						+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425						+15		+4%		▲10				40		37		37						+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285						▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6						▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40						+0		+0%		▲35				5		13		5						+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 30		▲ 31		▲ 27						▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650						+200		+5%		▲250				460		470		380						+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,140		2,565		1,098						+42		+4%		▲1425				173		415		172						+1		+1%		▲242				15.2%		16.2%		15.6%		▲0.5pt



				医用 イヨウ		315		710		306						+9		+3%		▲395				13		27		11						+2		+17%		▲14				4.1%		3.8%		3.6%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		245		450		205						+40		+19%		▲205				23		37		17						+5		+32%		▲15				9.2%		8.2%		8.3%		+0.9pt



				航空 コウクウ		95		300		160						▲ 65		▲41%		▲205				▲5		9		4						▲ 9		-		▲14				-5.3%		3.0%		2.6%		▲7.8pt



				その他 タ		19		75		19						+0		+1%		▲56				2		13		2						+0		+0%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 11		▲ 31		▲ 9						▲ 2		-		+20

				合計 ゴウケイ		1,815		4,100		1,788						+27		+2%		▲2285				194		470		196						▲ 2		▲1%		▲276				10.7%		11.5%		11.0%		▲0.3pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2021		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2020						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,500		2,565		1,452						+48		+3%		▲1065				287		2,565		258						+29		+11%		▲2278				19.1%		100.0%		17.8%		+1.3pt



				医用 イヨウ		355		710		364						▲ 9		▲2%		▲355				27		710		29						▲ 2		▲6%		▲683				7.6%		100.0%		7.9%		▲0.3pt



				産業 サンギョウ		270		450		300						▲ 30		▲10%		▲180				28		450		33						▲ 5		▲16%		▲423				10.2%		100.0%		11.0%		▲0.8pt



				航空 コウクウ		135		300		70						+65		+93%		▲165				7		300		▲2						+9		▲437%		▲293				5.2%		100.0%		-3.0%		+8.2pt



				その他 タ		26		75		26						▲ 0		▲1%		▲49				5		75		5						+0		+0%		▲70				14.9%		80.6%		14.9%		+0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲ 18		300		▲ 20						+2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		2,285		4,100		2,212						+73		+3%		▲1815				336		4,100		304						+32		+11%		▲3764				14.7%		100.0%		13.7%		+1.0pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		825						+47		+6%		▲1693				176		415		179						▲ 3		▲2%		▲239				20.2%		16.2%		21.7%		▲1.5pt



				医用 イヨウ		198		2,565		167						+31		+18%		▲2367				20		415		27						▲ 7		▲27%		▲395				10.1%		16.2%		16.2%		▲6.2pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		203						▲ 50		▲25%		▲2412				22		415		29						▲ 7		▲25%		▲394				14.1%		16.2%		14.1%		▲0.0pt



				航空 コウクウ		75		2,565		17						+58		+334%		▲2490				▲2		415		▲2						+1		▲25%		▲417				-2.2%		16.2%		-12.7%		+10.5pt



				その他 タ		16		2,565		(3)						+19		▲601%		▲2549				1		415		▲1						+3		▲211%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,209						+103		+9%		▲1253				203		415		220						▲ 18		▲8%		▲212				15.5%		16.2%		18.2%		▲2.8pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		637						+77		+37%		▲1693				176		415		152						+24		+15%		▲239				20.2%		16.2%		23.9%		▲3.7pt



				医用 イヨウ		198		2,565		169						+23		+17%		▲2367				20		415		20						▲ 0		▲1%		▲395				10.1%		16.2%		11.9%		▲1.8pt



				産業 サンギョウ		153		2,565		122						▲ 4		+25%		▲2412				22		415		24						▲ 2		▲9%		▲394				14.1%		16.2%		19.4%		▲5.3pt



				航空 コウクウ		75		2,565		63						▲ 8		+19%		▲2490				▲2		415		1						▲ 3		▲277%		▲417				-2.2%		16.2%		1.5%		▲3.7pt



				その他 タ		16		2,565		14						▲ 2		+18%		▲2549				1		415		0						+1		+213%		▲414				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク						0														▲14		415		▲11						▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,312		2,565		1,005						+85		+31%		▲1253				203		415		186						+17		+9%		▲212				15.5%		16.2%		18.5%		▲3.1pt







				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825						+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739						+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749						+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970						▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002						+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287						+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ						予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265						+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017						+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141						+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43						▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376						▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756						+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721						+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035						+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182						+160		+14%		▲1223				238		415		163						+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314						+35		+11%		▲2216				22		415		13						+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220						+15		+7%		▲2330				23		415		20						+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125						▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2						▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21						+0		+0%		▲2544				3		415		3						+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				▲21		415		(18)						▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862						+200		+11%		▲503				264		415		184						+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt



				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		471		2,565		545						▲ 75		▲14%		▲2094				63		415		61						+1		+2%		▲352				13.3%		16.2%		11.2%		+2.1pt



				医用 イヨウ		151		2,565		145						+6		+4%		▲2414				2		415		1						+1		+100%		▲413				1.3%		16.2%		0.7%		+0.6pt



				産業 サンギョウ		82		2,565		98						▲ 16		▲16%		▲2483				1		415		6						▲ 5		▲77%		▲414				1.7%		16.2%		6.4%		▲4.7pt



				航空 コウクウ		40		2,565		62						▲ 22		▲36%		▲2525				(0)		415		1						▲ 1		▲143%		▲415				-1.1%		16.2%		1.6%		▲2.7pt



				その他 タ		5		2,565		8						▲ 2		▲32%		▲2560				2		415		5						▲ 3		▲63%		▲413				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				(7)		415		(9)						+2		-		▲422

				合計 ゴウケイ		750		2,565		858						▲ 107		▲13%		▲1815				61		415		66						▲ 5		▲8%		▲354				8.1%		16.2%		7.7%		+0.4pt



				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																		営業利益 エイギョウ リエキ																		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン						前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク														差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		872		2,565		874						▲ 2		▲0%		▲1693				0		415		▲1						+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)						+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17						+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7						+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																				61		415		61						+0		-		▲354

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0						+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




11_2_次期予想_事業セグメント別  公表比 (2)

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,280		2,362		+160		+78		+3%		+160				410		335		358		+75		+52		+15%		+75				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				医用 イヨウ		655		620		702		+35		▲ 47		▲7%		+35				33		24		32		+9		+1		+3%		+9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		440		425		430		+15		+10		+2%		+15				40		37		37		+3		+3		+9%		+3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				航空 コウクウ		275		285		300		▲10		▲ 25		▲8%		▲10				1		+6		8		▲5		▲ 7		▲87%		▲5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				その他 タ		40		40		60		+0		▲ 20		▲33%		+0				5		5		12		+0		▲ 7		▲58%		+0				8.6%		8.6%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 29		▲ 27		▲ 27		▲2		▲ 2		-		▲2

				合計 ゴウケイ		3,850		3,650		3,854		+200		▲ 4		▲0%		+200				460		380		418		+80		+42		+10%		+80				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt









						Net Sales																Operating Income																Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019				YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen										Changes		Percent Increase/
Decrease														Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		244.0		228.0		236.2				+7.8		+3%		+16.0				41.0		33.5		35.8				+5.2		+15%		+7.5				16.8%		14.7%		15.1%		+1.7pt



				MED		65.5		62.0		70.2				-4.7		-7%		+3.5				3.3		2.4		3.2				+0.1		+3%		+0.9				5.0%		3.9%		4.5%		+0.5pt



				IM		44.0		42.5		43.0				+1.0		+2%		+1.5				4.0		3.7		3.7				+0.3		+9%		+0.3				9.1%		8.7%		8.5%		+0.6pt



				AE		27.5		28.5		30.0				-2.5		-8%		-1.0				0.1		0.6		0.8				-0.7		▲87%		-0.5				0.4%		2.1%		2.6%		▲2.3pt



				Other		4.0		4.0		6.0				-2.0		-33%		+0.0				0.5		0.5		1.2				-0.7		-58%		+0.0				14.0%		12.5%		14.1%		▲0.1pt

				Adjustments																		-2.9		-2.7		-2.7				-0.2				-0.2

				Total		385.0		365.0		385.4				-0.4		-0%		+20.0				46.0		38.0		41.8				+4.2		+10%		+8.0				11.9%		10.4%		10.9%		+1.1pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		715		555		669				+46		+7%		+160				159		84		112				+47		+42%		+75				22.2%		15.1%		16.8%		+5.5pt



				医用 イヨウ		152		117		211				▲ 59		▲28%		+35				20		11		23				▲ 3		▲11%		+9				13.2%		9.5%		10.7%		+2.5pt



				産業 サンギョウ		138		123		89				+48		+54%		+15				19		16		4				+15		+423%		+3				13.5%		12.7%		4.0%		+9.5pt



				航空 コウクウ		62		72		107				▲ 45		▲42%		▲10				(3)		2		11				▲ 14		▲130%		▲5				-5.1%		2.5%		9.9%		▲15.0pt



				その他 タ		(8)		(8)		(4)				▲ 4		+103%		+0				(3)		(3)		5				▲ 8		▲170%		+0				104.1%		104.1%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲11		▲9		▲11				+0				▲2

				合計 ゴウケイ		1,059		859		1,072				▲ 13		▲1%		+200				180		100		143				+38		+26%		+80				17.0%		11.7%		13.3%		+3.7pt



				11/9公表比 コウヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		11/9公表 コウヒョウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,440		2,565		2,280				+160		+7%		▲125				410		415		335				+75		+22%		▲5				16.8%		16.2%		14.7%		+2.1pt



				医用 イヨウ		655		710		620				+35		+6%		▲55				33		27		24				+9		+38%		+6				5.0%		3.8%		3.9%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		440		450		425				+15		+4%		▲10				40		37		37				+3		+8%		+3				9.1%		8.2%		8.7%		+0.4pt



				航空 コウクウ		275		300		285				▲ 10		▲4%		▲25				2		9		+6				▲ 4		▲67%		▲7				+0.7%		3.0%		+2.1%		▲1.4pt



				その他 タ		40		75		40				+0		+0%		▲35				5		13		5				+0		+0%		▲8				8.6%		14.0%		8.6%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 30		▲ 31		▲ 27				▲ 3		-		+1

				合計 ゴウケイ		3,850		4,100		3,650				+200		+5%		▲250				460		470		380				+80		+21%		▲10				11.9%		11.5%		10.4%		+1.5pt

				上期 カミキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134				▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156				+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349				▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14				▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195				+10		+5%		▲245				17		37		11				+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152				+8		+5%		▲140				4		9		3				+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35				▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6				▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 9		▲ 31		▲ 12				+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865				▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179				+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt

				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,228				+114		+9%		▲1223				238		2,565		201				+37		+18%		▲2327				17.8%		100.0%		16.4%		+1.4pt



				医用 イヨウ		349		710		353				▲ 4		▲1%		▲361				22		710		18				+4		+23%		▲688				6.3%		100.0%		5.0%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		235		450		236				▲ 1		▲0%		▲215				23		450		25				▲ 3		▲10%		▲427				9.8%		100.0%		10.8%		▲1.1pt



				航空 コウクウ		115		300		149				▲ 34		▲23%		▲185				(3)		300		5				▲ 8		▲163%		▲303				-2.7%		100.0%		3.3%		▲6.0pt



				その他 タ		21		75		24				▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6				▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 20		300		▲ 16				▲ 4		-		▲320

				合計 ゴウケイ		2,062		4,100		1,990				+73		+4%		▲2038				264		4,100		240				+24		+10%		▲3836				12.8%		100.0%		12.1%		+0.7pt



				４Q　前年差 ゼンネンサ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		106				+19		+18%		▲289				17.6%		16.2%		16.7%		+0.9pt



				医用 イヨウ		191		2,565		199				▲ 7		▲4%		▲2374				13		415		19				▲ 6		▲32%		▲402				6.7%		16.2%		9.6%		▲2.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		128				▲ 11		▲8%		▲2448				12		415		15				▲ 4		▲25%		▲404				9.8%		16.2%		12.0%		▲2.2pt



				航空 コウクウ		55		2,565		88				▲ 32		▲37%		▲2510				▲3		415		4				▲ 6		▲171%		▲418				-4.8%		16.2%		4.2%		▲9.0pt



				その他 タ		11		2,565		12				▲ 0		▲4%		▲2554				▲1		415		4				▲ 4		▲114%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲9				▲ 5		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,063				+26		+2%		▲1476				133		415		139				▲ 6		▲4%		▲282				12.2%		16.2%		13.1%		▲0.9pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		637				+77		+12%		▲1851				126		415		102				+24		+23%		▲289				17.6%		16.2%		16.0%		+1.6pt



				医用 イヨウ		191		2,565		169				+23		+13%		▲2374				13		415		13				▲ 0		▲1%		▲402				6.7%		16.2%		7.7%		▲1.0pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		122				▲ 4		▲4%		▲2448				12		415		14				▲ 2		▲16%		▲404				9.8%		16.2%		11.2%		▲1.4pt



				航空 コウクウ		55		2,565		63				▲ 8		▲13%		▲2510				▲3		415		▲0				▲ 3		+3686%		▲418				-4.8%		16.2%		-0.1%		▲4.7pt



				その他 タ		11		2,565		14				▲ 2		▲18%		▲2554				▲1		415		▲2				+1		▲65%		▲416				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲14		415		▲11				▲ 3		-		▲429

				合計 ゴウケイ		1,089		2,565		1,005				+85		+8%		▲1476				133		415		116				+17		+14%		▲282				12.2%		16.2%		11.6%		+0.6pt

				下期計画差 シモキ ケイカク サ



						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		54,526		59,062		62,825				+8,299		+15.2%										82.99



				医用 イヨウ		14,500		15,441		15,739				+1,239		+8.5%										12.39



				産機 サンキ		9,800		10,749		11,749				+1,949		+19.9%										19.49



				航空 コウクウ		6,163		6,083		5,970				▲193		▲3.1%										-1.93



				その他 ホカ		762		1,289		1,002				+240		+31.5%										2.4

				合計 ゴウケイ		85,751		92,624		97,287				+11,536		+13.5%										115.36





						予算 ヨサン		前年 ゼンネン		実績 ジッセキ				予算差 ヨサン サ		率 リツ

				計測 ケイソク		6,121		9,498		11,265				+5,144		+84.0%										51.44



				医用 イヨウ		100		▲117		1,017				+917		+917.0%										9.17



				産機 サンキ		625		1,014		1,141				+516		+82.6%										5.16



				航空 コウクウ		99		120		▲43				▲142		▲143.4%										-1.42



				その他 ホカ		476		231		376				▲100		▲21.0%										-1



				合計 ゴウケイ		7,420		10,764		13,756				+6,336		+85.4%										63.36



				消去 ショウキョ		▲838		▲676		▲721				+117		▲14.0%										1.17

				合計 ゴウケイ		6,582		10,088		13,035				+6,453		+98.0%										64.53



						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,342		2,565		1,182				+160		+14%		▲1223				238		415		163				+75		+46%		▲177				17.8%		16.2%		13.8%		+3.9pt



				医用 イヨウ		349		2,565		314				+35		+11%		▲2216				22		415		13				+9		+70%		▲393				6.3%		16.2%		4.1%		+2.2pt



				産業 サンギョウ		235		2,565		220				+15		+7%		▲2330				23		415		20				+3		+15%		▲392				9.8%		16.2%		9.1%		+0.7pt



				航空 コウクウ		115		2,565		125				▲ 10		▲8%		▲2450				▲2		415		2				▲ 4		▲208%		▲417				-1.8%		16.2%		1.5%		▲3.3pt



				その他 タ		21		2,565		21				+0		+0%		▲2544				3		415		3				+0		+0%		▲412				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲21		415		(18)				▲ 3		-		▲436

				合計 ゴウケイ		2,062		2,565		1,862				+200		+11%		▲503				264		415		184				+80		+44%		▲151				12.8%		16.2%		9.9%		+2.9pt

				3Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		628		2,565		545				+83		+15%		▲1937				113		415		61				+51		+84%		▲302				17.9%		16.2%		11.2%		+6.7pt



				医用 イヨウ		157		2,565		145				+12		+9%		▲2408				9		415		(0)				+9		▲5394%		▲406				5.7%		16.2%		-0.1%		+5.8pt



				産業 サンギョウ		117		2,565		98				+19		+20%		▲2448				11		415		6				+5		+83%		▲404				9.7%		16.2%		6.4%		+3.3pt



				航空 コウクウ		60		2,565		62				▲ 2		▲3%		▲2505				1		415		2				▲ 1		▲71%		▲414				1.0%		16.2%		3.2%		▲2.3pt



				その他 タ		10		2,565		8				+2		+31%		▲2555				4		415		5				▲ 1		▲21%		▲411				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		(7)		415		(7)				+0		-		▲422

				合計 ゴウケイ		973		2,565		858				+115		+13%		▲1592				131		415		67				+63		+94%		▲284				13.4%		16.2%		7.9%		+5.6pt

				４Q計画差 ケイカク サ

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		予算 ヨサン				前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク												差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		714		2,565		717				▲ 2		▲0%		▲1851				0		415		▲1				+1		▲100%		▲415				0.0%		16.2%		-0.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		0		2,565		(85)				+85		▲100%		▲2565				0		415		▲17				+17		▲100%		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		19.7%		ERROR:#DIV/0!



				産業 サンギョウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				航空 コウクウ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



				その他 タ		0		2,565		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		▲2565				▲7		415		▲7				+0		+0%		▲422				6.5%		16.1%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		131		415		131				+0		-		▲284

				合計 ゴウケイ		0		2,565		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲2565				0		415		0				+0		ERROR:#DIV/0!		▲415				ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■製薬、ウイルス研究向け需要増
■前年の中国薬典改訂の反動減 シエン ジュヨウ ゾウ ゼンネン チュウゴク ヤク テン カイテイ ハンドウ ゲン										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				〇		■ウイルス研究用に需要拡大 ケンキュウ ヨウ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				〇		■幅広い分野で設備投資の回復を見込む ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■国内は補正予算による需要増
■回診車需要は一巡 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回復傾向だが、コロナ禍前にもどるまでは時間を要する見込み
■回診車需要は一巡												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				◎		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				〇		■下期にかけ回復傾向 シモキ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_コロナ事業環境 (3)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ		分野 ブンヤ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

												プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

				計測 ケイソク		ヘルスケア				◎		■PCR検査試薬キットや全自動PCR検査装置の
　　海外展開
■陰性確認を行う検査体制の構築支援
■医薬のデータインテグリティ需要増
■食品安全分野の需要拡大 シエン イヤク ジュヨウ ゾウ ショクヒン アンゼン ブンヤ ジュヨウ カクダイ		■新型コロナ感染症の簡易検査普及による
　　PCR検査減少
■前年の中国薬典改訂需要の反動減
 シンガタ カンセンショウ カンイ ケンサ フキュウ ケンサ ゲンショウ ジュヨウ								計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						官庁・大学 ダイガク				○		■迅速検査や重症化予防などウイルス研究用の
　 需要拡大 ジンソク ケンサ ジュウショウカ ヨボウ ケンキュウ ヨウ		■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 カンセン カクダイ ヘイサ カンチョウ ニュウサツ エンキ										ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						製造業 セイゾウギョウ				○		■自動車・化学分野で設備投資の回復を見込む
■ゼロカーボン推進による境対応需要増加 ジドウシャ カガク ブンヤ セツビ トウシ カイフク ミコ スイシン サカイ タイオウ ジュヨウ ゾウカ		■鉄鋼・重工業・航空機は厳しい事業環境が継続 テッコウ ジュウコウギョウ コウクウキ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				○		■国内は補正予算による需要増
■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開 コクナイ ホセイ ヨサン ジュヨウゾウ カ エンキ セツビ トウシ サイカイ		■回診車需要は一巡								医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				▲		■コロナ禍で延期されていた設備投資の再開		■回診車需要は一巡										その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		半導体 ハンドウタイ				◎		■データセンターや５G向け需要拡大により半導体需要大幅増。TMPも好調に推移 ム ジュヨウ カクダイ ハンドウタイ ジュヨウ オオハバゾウ コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ホカ				〇		■産業車両・小型建機の需要は回復基調 サンギョウ シャリョウ コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク キチョウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						その他 ホカ				〇		■設備投資増に伴い回復傾向 セツビ トウシ ゾウ トモナ カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×				■民間航空機の減産が継続し、厳しい環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ カンキョウ ケイゾク								航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

														　

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





14_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ																																FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%														中間 チュウカン		4.5		5		9		10		11		13		15		15		17

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%														期末 キマツ		4.5		8		9		10		13		15		15		19		18

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%														年間 ネンカン		9		13		18		20		24		28		30		34		35

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%														配当性向 ハイトウ セイコウ		27.3%		20.8%		22.2%		22.3%		23.7%		25.4%		27.8%		27.8%		27.9%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%																														101.32

		FY2019		15		15		30		26.0%																																														340		0.298

		FY2020		15		17		32		47.9%

		FY2021		17		17		34

				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



配当性向	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.27800000000000002	0.27800000000000002	0.27900000000000003	



中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	

中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	5	9	10	11	13	15	15	17	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	4.5	8	9	10	13	15	15	19	18	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	9	13	18	20	24	28	30	34	35	









15_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020												FY2021

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY				1Q		2Q		３Q		4Q		FY

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%								▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%								▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%								▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%



						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY2020												FY2021

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%		+11%		+22%		+8%				+22%		+2%		+11%		+22%		+8%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		▲4%		+10%		+19%		+5%				+25%		▲4%		+10%		+19%		+5%









Sheet7

								FY2020		FY2021

								3756		4000

								179

								FY2020		FY2021

								417		500

								83



FY2020	FY2021	3756	4000	FY2020	FY2021	179	





FY2020	FY2021	417	500	FY2020	FY2021	83	







FY2021売上増減

		目次 モクジ												23																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												2

														6																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+3935		▲69		▲46		▲35		▲29		+113		+77		+59		▲10		+6		+4000						下端値 カ タン チ		+393.5		-6.9		-3.5		-4.6		-2.9		+400.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-150		-104		-179												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲64		▲28		▲26		▲62		+98		+62		+44





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







FY2021利益増減

		目次 モクジ												10																																								-5		-9		-18		33		15

		4Q												1

														1																																				２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		回診車 カイシン シャ		航空大型案件 コウクウ オオガタ アンケン		中国薬典 チュウゴク ヤク テン		収益認識基準 シュウエキ ニンシキ キジュン		計測 ケイソク		医用 イヨウ		産機 サンキ		航空 コウクウ		その他 ホカ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+497		▲36		▲10		▲24		▲10		+36		+32		+10		+11		▲5		+500						下端値 カ タン チ		+49.7		-3.6		-2.4		-1.0		-1.0		+50.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-70		-60		-80												0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲18		▲9		+33		+15		+15		+15

								▲31		+8		▲15		▲43		+21		+17		▲5





























																																																		２Qのみ																２Qのみ







16_4Q利益増減 (2)

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		4Q

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2019		為替 カワセ		実質増収 ジッシツ ゾウシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増減 ジッシツ ヒヨウ ゾウ ゲン		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2020								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+139		▲1		+45		+4		▲17		▲1		+170						下端値 カ タン チ		+13.9		-0.1		+4.5		+0.4		-1.7		+17.0						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		44		48		31				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+4		+54		+22		▲50		▲16





























																																										２Qのみ																２Qのみ







17_4Q市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+33%		・医薬・食品・医療向け増加
・新型コロナウイルス検査試薬キット
・ シンガタ ケンサ シヤク





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国は回復が継続
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク カイフク ケイゾク ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		+37%		・大学は日本・中国で増加
・官公庁は日本・中国、欧州で増加 ダイガク ニホン チュウゴク ゾウカ カンコウチョウ ニホン チュウゴク オウシュウ ゾウカ





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		34.5%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		20.4%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		21.7%

		その他 ホカ		23.4%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						+37%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+33%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		34.5%

				Industry		20.4%

				Academia/Government		21.7%

				Others		23.4%









ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.38300000000000001	0.186	0.14699999999999999	0.28399999999999997	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



18_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%		+15%		+11%		+1%				+26%		▲15%		+15%		+11%		+1%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%		▲8%		+5%		+1%				+31%		+13%		▲8%		+5%		+1%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%		+5%		+11%		+2%				+15%		▲5%		+5%		+11%		+2%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%		+5%		+25%		▲2%				+22%		▲9%		+5%		+25%		▲2%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%		+4%		+22%		▲3%				+2%		▲4%		+4%		+22%		▲3%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%		+15%		+11%		+1%				+26%		-15%		+15%		+11%		+1%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%		-8%		+5%		+1%				+31%		+13%		-8%		+5%		+1%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%		+5%		+11%		+2%				+15%		-5%		+5%		+11%		+2%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%		+18%		+74%		+25%				+22%		+14%		+18%		+74%		+25%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%		+5%		+25%		-2%				+22%		-9%		+5%		+25%		-2%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%		+4%		+22%		-3%				+2%		-4%		+4%		+22%		-3%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




19_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%				+24%		▲33%		▲1%		+7%		▲12%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+29%		+26%		+1%		+16%				+2%		+29%		+26%		+1%		+16%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%		+51%		▲3%		+27%				▲21%		+30%		+51%		▲3%		+27%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%				▲27%		▲33%		+29%		▲25%		▲7%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%		▲4%		+20%		+6%				+15%		+17%		▲4%		+20%		+6%



				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%		-1%		-5%		-12%				+24%		-33%		-1%		-5%		-12%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+29%		+26%		+7%		+16%				+2%		+29%		+26%		+7%		+16%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%		+51%		-8%		+27%				-21%		+30%		+51%		-8%		+27%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%		+29%		+13%		-7%				-27%		-33%		+29%		+13%		-7%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%		-4%		+34%		+6%				+15%		+17%		-4%		+34%		+6%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









20＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020														FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%				+13%		+36%		+41%		+7%		+9%		+21%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%				+34%		▲17%		▲17%		+7%		+6%		▲6%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%				+32%		▲20%		▲20%		+14%		▲16%		▲8%





								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY2020														FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+51%		+36%				+7%		+9%		+21%				+13%		+36%				+7%		+9%		+21%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%				+7%		+6%		-6%				+34%		-17%				+7%		+6%		-6%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-0%		-20%				+14%		-16%		-8%				+32%		-20%				+14%		-16%		-8%









施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





21＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		▲2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%

				医用 イヨウ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%

				TMP

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%

				全社 ゼンシャ

								FY2017								FY2018										FY2019												FY2020												FY2021

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		FY		1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%		+16%		+13%		+13%		+8%		+12%		+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%		+6%								+2%		▲1%		+6%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%		27%		27%		27%		27%		27%		29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%		32%								31%		33%		32%



				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%		+18%		+14%		+15%		+11%		+14%		+3%		+6%		+10%		-2%		+4%				+1%		+4%		+22%		+16%		+10%				+33%		+4%		+22%		+16%		+10%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%		31%		31%		31%		29%		30%		34%		30%		33%		32%		32%				37%		33%		33%		33%		34%				38%		33%		33%		33%		34%



				Medical Systems 

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%		+4%		-2%		+5%		+2%		+2%		+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		▲8%		+14%		+5%		+3%				+14%		▲8%		+14%		+5%		+3%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%		32%		29%		30%		29%		30%		35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%		32%		31%		33%				38%		32%		32%		31%		33%



				TMP

								FY 2017								FY 2018										FY 2019												FY2020												FY2021

								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%		+49%		+31%		+26%		+19%		+29%		+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%		+11%		+6%		+8%				+18%		+3%		+11%		+6%		+8%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%		14%		18%		20%		24%		19%		22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%		19%		18%		19%				17%		21%		19%		18%		19%









Sheet4



		94,298,319		80,176,878

		54,981,748		49,708,441

		39,316,571		30,468,437				8,848,134

		41.7%		38.0%		3.7%		5,366,363		3,481,771

		26,897,659		24,382,446				2,515,213

		28.5%		30.4%		-1.9%

		12,418,912		6,085,991

		13.2%		7.6%		5.6%





Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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