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１．ＦＹ2018 ４Q 決算

２．ＦＹ2018 ４Q セグメント別業績



3

損益計算書

＜為替感応度＞
米ドル：売上高 12億円・営業利益 4億円
ユーロ：売上高 2億円・営業利益 0.7億円

 為替影響高４Q
売上高 ▲0億円
営業利益 ▲１億円

FY2018 FY2017 差額 率 率

売上高 1,130 1,132 ▲2 ▲0% ▲0%

売上総利益 459 458 +1 +0% +0%

（率） 40.6% 40.4% +0.2pt -

販管費 290 284 +6 +2% +2%

（率） 25.7% 25.1% +0.6pt -

営業利益 169 174 ▲5 ▲3% ▲3%

（率） 15.0% 15.4% ▲0.4pt

経常利益 170 162 +8 +5%

親会社株主に帰属する

当期純利益
130 118 +12 +10%

米ドル平均レート（円） 110.23 108.34 ▲1.89 +1.7%

ユーロ平均レート（円） 125.17 133.27 +8.10 ▲6.1%

単位：億円
4Q 前期比 除為替影響
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損益計算書(研究開発費、設備投資、減価償却）

1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY

研究開発費 32 39 39 46 155 39 41 38 48 166

（率） 4.2% 4.1% 4.2% 4.0% 4.1% 4.6% 4.2% 3.9% 4.2% 4.2%

設備投資 31 38 35 67 172 59 43 37 78 217

減価償却 26 26 27 27 106 28 28 30 29 115

FY2017 FY2018
億円
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セグメント別損益
＊売上は外部売上、営業利益率は外部＋内部売上／営業利益で算出

率

計測 +2%

医用 ▲2%

産業 ▲4%

航空 ▲3%

その他 ▲23%

合計 ▲0%

計測 142 19.8% 141 19.9% +1 ▲0.2pt +1%

医用 14 7.0% 20 9.9% ▲6 ▲2.9pt ▲31%

産業 12 10.2% 11 9.7% +0 +0.5pt +0%

航空 4 4.8% 6 7.6% ▲2 ▲2.8pt ▲39%

その他 6 31.5% 4 15.8% +3 +15.7pt +64%

調整額 ▲ 9 ▲9 ▲0

合計 169 15.0% 174 15.4% ▲5 ▲0.4pt ▲3%

単位：億円
前期比

差額

売上

営業利益

(率）

1,130 1,132

FY2018 FY2017

721

200

113

80

16

707

204

117

83

21

+14

▲4

▲4

▲3

▲5

▲2
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地域別売上高

＊オーストラリア、中近東・アフリカ

差額 率

日本 630 632 ▲2 ▲0% ▲0%

米州 125 137 ▲12 ▲9% ▲10%

　　北米 111 122 ▲11 ▲9% ▲10%

欧州 81 78 +3 +4% +10%

中国 172 164 +8 +5% +3%

その他のアジア 93 93 ▲1 ▲1% ▲2%

その他* 30 28 +2 +6% +10%

合計 1,130 1,132 ▲2 ▲0% ▲0%

　　海外売上高 500 500 ▲0 ▲0% +0%

　　海外売上高比率 44.2% 44.2% +0.1pt

単位：億円

4Q 円ベース 除為替影響

FY2018 FY2017
前同比

前同比
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１．ＦＹ2018 決算

２．ＦＹ2018 ４Qセグメント別業績
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計測機器セグメント

 主要地域売上高の状況（除く為替影響）

＊オーストラリア、中近東・アフリカ

差額 率 率

日本 356 358 ▲3 ▲1% ▲1%

米州 76 73 +3 +4% +3%

　　北米 67 64 +3 +4% +3%

欧州 64 63 +2 +2% +8%

中国 141 127 +14 +11% +9%

その他のアジア 67 68 ▲1 ▲1% ▲2%

インド 28 31 ▲2 ▲7% ▲9%

その他* 17 18 ▲1 ▲6% ▲4%

合計 721 707 +14 +2% +2%

　　海外売上高 365 349 +17 +5% +5%

海外売上高比率 50.7% 49.3% +1.4pt

除為替影響

単位：億円 前同比 前同比

４Q 円ベース

FY2018 FY2017
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計測機器セグメント

 主要地域売上高前期比（除く為替影響）

 計測機器、重点機種売上前期比（除く為替影響）

FY2016 FY2017 FY2018

日本 +5% +8% ▲1% 重点機種は3機種全てでプラス。試験機が減少

北米 +27% +30% +3% ヘルスケア向けが堅調に推移

欧州 +23% ▲7% +8% 製薬、受託分析業向けが好調に推移

中国 +12% +14% +9% 臨床分野及び受託分析向けが好調

インド +20% +21% ▲9% 中小ジェネリック製薬向けLCの減少

FY2016 FY2017 FY2018

4Q 4Q 4Q

計測機器売上前同比 +8% +10% +2%

重点機種売上前同比 +9% +13% +2%
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計測機器セグメント

 計測機器及び重点機種売上高前同比（除く為替影響）

 主要地域売上高前同比（除く為替影響）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

全体 +7% +8% +9% +10% +12% +3% +3% +2%

重点機種 +5% +12% +5% +13% +4% +0% +8% +2%

FY2018FY2017

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

日本 +11% +1% +15% +8% +15% ▲1% ▲4% ▲1%

北米 ▲9% +7% +11% +30% +17% +14% +9% +3%

欧州 +9% +8% ▲7% ▲7% +11% +7% +19% +8%

中国 +14% +20% +13% +14% +10% +6% +3% +9%

インド ▲10% +24% ▲7% +21% +6% ▲7% +4% ▲9%

FY2017
国

FY2018
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医用機器セグメント

 主要地域売上高の状況（除く為替影響）

＊オーストラリア、中近東・アフリカ

差額 率

日本 126 119 +7 +6% +6%

米州 26 34 ▲8 ▲23% ▲24%

　　北米 21 27 ▲6 ▲23% ▲24%

欧州 10 11 ▲1 ▲7% ▲1%

中国 14 16 ▲2 ▲14% ▲15%

その他のアジア 10 14 ▲4 ▲27% ▲28%

その他* 13 10 +3 +30% +35%

合計 200 204 ▲4 ▲2% ▲2%

　　海外売上高 74 85 ▲12 ▲14% ▲13%

　　海外売上高比率 36.9% 41.8% ▲4.9pt

単位：億円

４Q 円ベース 除為替影響

FY2018 FY2017
前同比

前同比
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医用機器セグメント

 医用機器、X線装置売上前同比（除く為替影響）

 主要地域売上高前同比（除く為替影響）

FY2016 FY2017 FY2018

4Q 4Q 4Q

医用機器前同比 +5% ▲2% ▲2%

Ｘ線装置前同比 +5% +1% ▲10%

FY2016 FY2017 FY2018

日本 +18% ▲11% +6% 放射線治療装置用動体追跡システム販売拡大

北米 +2% +19% ▲24% 前年のデジタル特需の反動で大幅減

欧州 ▲63% +96% ▲1% 前年に大型案件があり減収

中国 +14% ▲7% ▲15% 国産品優遇、地方政府債務増大による病院への設備投資減少、入札遅延等により減収

その他

アジア
+29% +24% ▲28% 前年に大型案件があり減収
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医用機器セグメント

 医用機器売上高前同比（除く為替影響）

 主要地域売上高全然（除く為替影響）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

全体 +2% +1% +4% ▲2% +8% +6% +11% ▲2%

FY2018FY2017

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

日本 +9% +0% +1% ▲11% ▲1% +16% +19% +6%

北米 +2% ▲9% +10% +19% +17% ▲3% ▲33% ▲24%

欧州 ▲51% ▲3% +75% +96% +190% +31% +22% ▲1%

中国 ▲1% +3% +22% ▲7% +1% ▲14% ▲5% ▲15%

その他

アジア
+22% +34% ▲8% +24% +11% ▲2% +45% ▲28%

FY2017
国

FY2018
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産業機器セグメント

 産業機器セグメント売上高前同比（除く為替影響）

 サブセグメント別売上高前同比（除く為替影響）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

全体 +23% +19% +22% +19% +28% ▲2% ▲5% ▲4%

FY2017 FY2018

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

TMP +59% +34% +30% +16% +14% +0% ▲15% ▲29%

油圧 +11% +9% +15% +7% +6% +1% +4% +1%

その他 ▲7% +13% +20% +37% +92% ▲9% ▲1% +36%

FY2017
サブセグメント

FY2018



アフターマーケット

 計測機器

 医用機器

 TMP

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

ＡＭ売上前同比 +10% +14% +8% +6% +18% +14% +15% +11%

ＡＭ比率 30% 27% 28% 26% 31% 31% 31% 29%

FY2018FY2017

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

ＡＭ売上前同比 +2% +6% +1% +2% +4% ▲2% +5% +2%

ＡＭ比率 33% 31% 31% 28% 32% 29% 30% 29%

FY2017 FY2018

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

ＡＭ売上前同比 ▲0% +37% +52% +39% +49% +31% +26% +19%

ＡＭ比率 11% 14% 13% 14% 14% 18% 20% 24%

FY2018FY2017



お問い合せ先：㈱島津製作所
コーポレート・コミュニケーション部

IRグループ
電話：075-823-1673 E-Mail：ir@group.shimadzu.co.jp

本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は、経済情勢・為替・テクノロジーなど

様々な外部変動要素により、事前見通しと大きく異なる結果となることがあります。


