
顧客・社会から
さらに必要とされる存在

共有価値の創造社会価値 自社価値

企業風土

経営資源における強み

人財

モノづくり力

グローバルに展開

顧客の
研究開発の促進

2

独創的な技術開発を重視

分析、計測、X線、真空などの技術

ユニークな発想・創造性の尊重

迅速な研究開発と製品開発の促進

社会課題・顧客課題の解決

顧客の
研究開発現場に
最新の製品を

提供

1
シーズ・ニーズに

基づく
新製品開発

5

揺るぎない
理念

変化を乗り越える
対応力

51

研究開発力

顧客と島津の
共同研究

シーズ・ニーズの
具体化

4

新たな発見に伴う
アイデア創出

3

人の健康 産業の発展
安心・安全な
社会

2021年6月
代表取締役 社長

当社グループの風土

独創的な
技術開発を重視

顧客の分野

当社グループの
事業

当社グループの
事業

顧客の分野ユニークな発想・
創造性の尊重

多様なコンポーネントの
アセンブリー技術、

精密加工技術・設備（H/W）

環境 鉄鋼金属
素材化学

食品 輸送機

エレクトロ
ニクス

創薬・製薬

基礎医学
バイオ研究

臨床医学

電池

エネルギー
資源

医用機器

分析機器

環境計測
機器

材料
試験機 産業機器

半導体
関連機器

フルイディ
クス機器

航空機器

分析技術、計測技術、
X線技術、真空技術、etc.

コア技術

原理・手法の開発が命

145年以上にわたる事業継続の要因

①  時代が変わっても「科学技術で社会に
貢献する」の社是に忠実に行動

②  ニッチであっても、さまざまな分野の
顧客の要請に真摯に応える姿勢

③  産業の進歩・発展に対応し、貢献する
ための技術開発力の確保

価値創造モデル
Webサイトには以下の情報を掲載しています。

https://www.shimadzu.co.jp/sustainability/common_value/value_creation_model.html

価値創造モデル

『世界のパートナーと社会課題の解決に取り組む企業』として、

ヘルスケア対策や脱炭素社会の実現に向けた取り組みで

「社会課題解決のための仕組み作りと社会実装」を進め、

持続的な成長を目指します。

私たちは、1875年の創業以来145年以上にわたる

歴史を通じて、社是である「科学技術で社会に貢献す

る」、経営理念である「『人と地球の健康』への願いを実

現する」のもと、科学技術の視点で真摯に事実と向き

合い、本質を見極めることを大切にし、事業を継続・

発展し続けてきました。

この過程で、コア技術を進化させ、製品や技術の応

用で事業領域を拡大しながら、さまざまな分野の顧客

私たちを取り巻く社会は、新型コロナウイルスをは

じめとする感染症対策、気候変動やマイクロプラスチッ

クなどの環境問題、安全な水と公衆衛生の確保、社会

インフラの維持、高齢化社会への対応などの解決すべ

き課題が山積みになっています。

一方で、社会の一員である私たちは、地球規模で社

会の持続可能性を脅かす各種課題の解決に向けた動

きや、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成、気

候変動に関するパリ協定の遵守とそれに伴う情報開示

など、果たすべき役割・責任を強く求められています。

島津のDNA

価値創造モデル

の要請に応えてきました。併せて、新たな事業領域に

対応するための新たな技術開発力を確保するエコシス

テムを社内に構築してきました。

このような顧客・社会課題の解決に向けて真摯に立

ち向かう姿勢が、過去から未来にわたっての揺るぎな

い理念として島津グループの企業風土の根底に根付い

ています。

このような現状は、リスクとチャンスが混在する事

業環境であるといえます。

私たちは常に存在意義を考えながら、世界のパート

ナーと共に科学技術を用いて、多様化・複雑化する社

会課題を解決し、顧客・社会との共有価値をさらに高

めていくことにより、より良い社会の創造に向けて、努

力を重ね、豊かで安心・安全な社会の礎を築き、さら

に必要とされる存在となることを目指しています。

科学技術で社会に貢献する

社是

「人と地球の健康」への願いを実現する

経営理念

トップメッセージ

科学技術で社会に貢献する
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スローガン

2022年度
業績計画

緊急重要課題
への取り組み

4つの
成長戦略

成長基盤の
強化

CSR憲章では、「事業を通じた社会課題の解決（戦

略的CSR＝CSV）」と、「社会の一員としての責任ある

活動（基盤的CSR）」の両輪で、顕在化している顧客課

題の解決に加え、社会が抱える潜在的な課題の解決に

も積極的に取り組むことを宣言しています。

中期経営計画初年度である2020年度は、当初、新

型コロナウイルス感染拡大の影響が見通せず、ワースト

ケースを想定していました。このような状況のもと、緊

急重要課題として「感染症対策プロジェクト」を立ち上

げ、最優先で取り組んだことで、新型コロナウイルス検

出試薬キットや全自動PCR検査装置、肺炎の診断用途

で用いられる回診用Ｘ線撮影装置が業績に貢献しまし

た。加えて、ヘルスケア向けやウイルス研究用に液体ク

ロマトグラフ、質量分析システムの売上も増加しました。

また、5G（第5世代移動通信システム）やデータセン

ター向け半導体需要の拡大に伴い、半導体製造装置市

中期経営計画（2020年度～2022年度）

場が拡大したことで、ターボ分子ポンプの需要増を生

産能力の拡大などにより取り込んだことから、売上は

大幅に増加しました。

以上の結果、2020年度の業績は、売上高は3,934

億9千9百万円（前年度比2.1％増）となり、営業利益

は売上の増加に加え、経費抑制と投資の見極めなどに

より、497億4千2百万円（同18.9％増）、経常利益は

483億7千8百万円（同13.4％増）、親会社株主に帰属

する当期純利益は360億9千7百万円（同13.6％増）と

なり、過去最高の業績を達成することができました。

戦略的CSRと基盤的CSRの両面からSDGsの17の

目標を整理し、中期経営計画と連動させて取り組みな

がら、サステナビリティ経営を高度化させていきます。

その一環として、2019年9月に「国連グローバル・コン

パクト」に署名し、10の原則の支持を表明しました。

基本コンセプト

世界のパートナーと社会課題の解決に取り組む企業へ
ー社会課題解決のための仕組み作りと社会実装ー

現
中
計

前
中
計

顧客
課題

社会
課題

持続的な成長の実現と
顧客・社会から

さらに必要とされる存在へ

顧客
課題

新規事業の
立上げ

既存事業の
拡大が主

社会
課題

前中期経営計画
2017-2019年度

現中期経営計画
2020-2022年度

新製品の共同開発、市場投入

社会課題の解決に取り組む

当社グループ 研究・開発パートナー

新製品／新技術／新サービスを
活用した事業化

社会課題解決のための仕組み作り

戦略パートナー
社会実装を戦略的に行うためのパートナー

事業パートナー
新しい仕組みを実際に活用するパートナー

中期経営計画 （2020年4月～2023年3月）

2020年度 連結業績ハイライト

トップメッセージ

事
業
活
動

事業を通じた
社会課題の解決

（CSV＝戦略的CSR）

社会の一員としての
責任ある活動
（基盤的CSR）

中期経営計画を見直し

中期経営計画1年目の成果

2020年度の結果や、コロナ禍でも伸びた事業、低

迷した事業が二極化した事業環境の変化を受け、最

終年度の2022年度の業績計画を、売上高4,300億

円以上（前回発表時から300億円増）、営業利益570

億円以上（同110億円増）に上方修正しました。

基本的な戦略に関しては、大きく変わっていませ

んが、単に製品提供にとどまるのではなく、顧客課

題とその先にある社会課題を把握し、本当の意味で

のソリューションを突き詰め、課題解決のための仕

組み作りを充実させることを目指していきます。

そのためには、さまざまな制限の中で、旧来の常

識にとらわれることなく、私たちのミッションをしっ

かりおさえて、それを実行する強い意志と、変化す

る環境の中で決断の内容を変えていく柔軟性が大事

であると考えています。

（中期経営計画1年目）
2020年度実績

（中期経営計画2年目）
2021年度計画

（中期経営計画3年目）
2022年度計画

3,935億円
4,200億円 4,3004,300億円以上億円以上

新：売上高 4,300億円以上、
 　営業利益 570億円以上、 
 　営業利益率 13.3%以上

旧：売上高 4,000億円以上、
 　営業利益 460億円以上、 
 　営業利益率11.5%以上

497億円
590億円 570570億円以上億円以上

売上高 増収増益
売上・利益ともに
過去最高を更新

計測は増収増益で売上・営業利益ともに過去最高、医用
は減収増益で営業利益が過去最高、航空は減収減益でコ
ロナ禍の影響大、産業は増収増益で売上が過去最高3,935億円

前年度比

+2.1%

営業利益
感染症対策プロジェクト
の推進

感染拡大防止のための製品開発や共同研究を行い、新型
コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置、
肺炎検査の回診用装置が業績に大きく貢献497億円

前年度比

+18.9%

経常利益
海外で増収
日本は下期増収

海外は中国、欧州、その他アジアで増収、中国の売上はコ
ロナ前の2018年度まで回復
日本は前年度比２％の減収となったが、下期は補正予算
や新型コロナウイルス関連により６％の増収484億円

前年度比

+13.4%

親会社株主に帰属する当期純利益
計測の重点機種・産業の
ターボ分子ポンプ・医用の
回診用装置の売上過去最高

計測重点機種(液体クロマトグラフ・質量分析システム・
ガスクロマトグラフ)は3機種ともに増収増益
産業のターボ分子ポンプは5G（第5世代移動通信システ
ム）やデータセンター向けで半導体需要増361億円

前年度比

+13.6%

売上高
実績
計画

営業利益

重点事業の
強化、拡大

海外事業の
強化、拡大

リカーリング
事業の強化

成長4分野での
事業拡大

感染症対策プロジェクト
PhaseⅡ

世界のパートナーと社会課題の解決に取り組む企業へ 
－社会課題解決のための仕組み作りと社会実装－

●事業ポートフォリオの強化 ・拡充
●人材開発・人事制度改革
●DX推進

●財務機能、開発機能の強化
●ガバナンス強化
●サステナビリティ経営推進

❶ ❷ ❸ ❹

科学技術で社会に貢献する

CSVとCSRの両輪で安心・安全な社会を実現
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高速液体クロマトグラフ
質量分析システム

在宅支援・リモートワークに対応した
高速液体クロマトグラフを発売

4つの成長戦略

当初から取り組んでいる4つの成長戦略は継続し、

特にヘルスケア、環境／エネルギーを中心とした成

長分野への事業拡大に取り組むとともに、コロナ禍

においても成長する分野に注力していきます。

①重点事業を核にした各種ソリューションの強化

重点事業である計測機器事業の液体クロマトグラ

フと質量分析システムを中心に、シェアアップを目指

します。計測機器の裾野が広がるにつれ、計測機器

に不慣れな人が増えてきました。そのため、そのよう

な人でも簡単に分析業務ができるように、AIやロボ

ティクスを活用した自動化やデータベースの拡充によ

新型コロナウイルス感染拡大は社会の活動に大きな

影響を与え、全世界で感染拡大防止のために人・モノ

の動きが制限され、各国・地域で事業活動や働き方が

急速に変化しました。私たちを取り巻く事業環境も、

地域や分野、業種などによって影響に大きな差が生じ、

さまざまな問題が顕在化しました。

中期経営計画１年目の「感染症対策プロジェクト」

は、既存の回診用Ｘ線撮影装置を肺炎診断用に提供

することに加えて、新型コロナウイルス検出試薬キッ

ト、全自動PCR検査装置を新規に市場投入し、感染症

の拡大抑制に向けて、全力を尽くした結果、2020年

度の業績に貢献することができました。

新型コロナウイルス感染拡大対策

る全自動前処理システムなどの製品ラインナップを強

化します。加えて、感染症対策のための非接触ニーズ・

リモートワークへの対応も加速させていきます。また、

質量分析システムに関しては、高分解能・高感度のハイ

エンド製品による新分野の開拓も行います。

②海外強化による事業基盤の最適化

海外での事業成長に向けて、地域特性に応じて拠

点機能を強化し、ビジネスパートナーとの協働のもと

各地域の課題を解決することによる事業成長を推進

します。私たちの強みは、「顧客との協働により、課題

の理解と解決への貢献を通じて新しい提供価値を創

出する“イノベーションセンター”」をグローバルで展

開していることです。イノベーションセンターの機能

強化を図るとともに、メリハリのある投資を行うこと

により、海外事業の成長を目指します。

③アフターマーケット事業の強化

試薬・消耗品を中心としたアフターマーケット事業

をグローバルに展開し、着実な成長を目指します。ま

た、私たちの製品・データ・アプリケーションを繰り

返し利用されるサブスクリプションや、従量課金型な

どの販売形態も取り入れた新たなビジネスモデルを

実現し、収益基盤の強化を図ります。

 既存　  開設予定

マテリアル

モビリティIC
（日本）

ヘルスケア

製薬IC
（北米）

環境

環境IC
（中国）

ヘルスケア

臨床AI IC
（中国）

当社グループの
イノベーションセンター（IC）の拠点

今回の感染症対策プロジェクトから、開発・販売方

法ともに、大きな教訓を得られました。一言でいえば、

部門の壁を超えるということです。従来は事業部ごと

の縦割り組織が迅速な事業化の弊害になっていました。

今回は短期間で開発するために、感染症対策プロジェ

クトをトッププライオリティと位置づけ、部門の壁を超

えて技術者、営業を集結させたことで、迅速な対応を

実現することができました。このような経営資源を活

かす事業部間連携は今後も推進していきます。

また、製品提供だけでなく、「感染症対策の仕組み

作り」を目的として、大学・病院・医療機関などとの協

働に積極的に取り組んでいます。

そこで、中期経営計画の2年目を迎える2021年度

からは「感染症対策プロジェクト Phase Ⅱ」と名付け、

従来の取り組みに加え、新たな検査法の開発や、検査

データのネットワーク管理システムの構築、下水中の

ウイルスのモニタリングなど、「感染症対策の仕組み作

り」を積極的に進めていきます。

私たちは、「新型コロナウイルスの感染拡大防止」と、

今後の新たなリスクとなっている「感染症全体への対

策」という2つの視点で社会への貢献を目指します。
回診用撮影装置
（肺炎検査）

新型コロナウイルス検出試薬キット

PCR 検査を全自動で行う
遺伝子解析装置AutoAmpを発売

トップメッセージ

科学技術で社会に貢献する

④４つの成長分野での事業拡大

ヘルスケア、環境／エネルギー、マテリアル、イン

フラの成長4分野で、事業パートナー・戦略パート

ナーとの協働のもと社会課題を解決することにより

新市場の創出を目指します。

また、新事業を育成する目的で新たに設立するス

タートアップ・インキュベーションセンターを通じて、

成長分野での事業化を促進します。例えば、アドバン

スト・ヘルスケアでは、病気の予防・診断・治療の3つ

の視点で、少子高齢化対策とコロナ対策という切口を

中心に、これまでの研究成果を活用して共通ビジネス

プラットフォームを構築し、事業化を加速させます。

また、コロナ禍で重要性が増加した疾患（認知症・う

つ病・がんなど）対策のため、共同開発やオープンイノ

ベーションを推進しながら、私たちの製品・技術を活

かし、人々の健康維持・増進に向けた取り組みに力を

入れます。
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社 会
（S）

ガバナンス
（G）

環 境
（E）

人の健康への貢献、
感染症対策、健康経営

科学技術の進歩への
取り組み 社会の一員としての責任

安心・安全な社会

産業と社会の発展への貢献

カーボンニュートラルへの取り組み

生物多様性の保全への貢献

島津グループの内部統制の強化

自然災害への危機管理知財戦略の強化

サーキュラーエコノミー対応

戦略を推進するうえで、必要不可欠なのはデジタ

ル技術です。2020年度は、コロナ禍で私たちの働き

方そのものが大きく変化し、国内外で在宅勤務など

のテレワークが拡大・定着するとともに、ウェブを活

用したリモート会議やデジタルマーケティングなども

急速に浸透しました。

島津グループにおいても、デジタル技術と各種データ

を活用して、顧客や社会のニーズに対応するとともに、

③カーボンニュートラルへの取り組み

　課題の中でも、世界的に注目されているのは、カーボ
ンニュートラルです。異常気象が原因と思われる災害

が増えている中、気候変動対策の重要性が改めて問わ

れています。日本政府も温室効果ガスの排出量を2050

年までに実質ゼロにするという方針を表明しました。

CO2排出量は世界で約335億トン、日本は約11億トン、

島津グループは約3.5万トンであるため、排出量削減に

対して大きな貢献はできません。しかし、私は持続可

能な社会に貢献していくためには、国・地域の法令を

超えて、国際規範に則り、積極的にイニシアティブに参

画して取り組んでいくことが重要であると考えます。

この考えのもと、私たちは2017年6月に提言され

た「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」

②サステナビリティ経営の推進

　昨今ESG（E：環境、S：社会、G：ガバナンス）を統

合した経営が求められていますが、私たちもサステナ

ビリティ経営をより高度化させていきます。

環境に関しては、カーボンニュートラルとサーキュ

ラーエコノミー実現に向けた取り組みを加速します。

社会に関しては、健康経営に主眼を置いています。

社員および家族の健康を維持するために、さまざま

中期経営計画の見直しに伴い、成長基盤の強化に、デジタルトランスフォーメーション（DX）とサステナビリティ

経営の推進を追加しました。

成長基盤の強化

グループ内の業務効率の向上を図ることを目的に、こ

の4月にDX戦略統括部を設置し、DXを推進しています。

DXはデジタル技術を導入するだけではなく、事業

で活用するビジネスDXと、業務のスマート化を図る

業務DXという2つの視点でデジタルを活用し、ビジ

ネスモデルを変革することが重要です。ビジネスモデ

ルを抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につ

なげることを目指します。

に賛同し、2019年11月には島津グループのCO2削

減目標が科学的根拠のある水準として、Science 

Based Targets（SBT）イニシアティブに認定されま

した。加えて、2021年3月にはカーボンニュートラ

ルの実現に向けてRE100にも加盟しました。また活

動としては、環境／エネルギーに関する事業化を加

速するため、サーキュラーエコノミーを目指した3R

（Reduce/Reuse/Recycle）も含め、環境貢献活動

に積極的に取り組んでいます。

今後も、顧客に提供する製品あるいはサービスと

いうビジネスの視点と、私たち自身が取り組んでいく

業務プロセスの2つの視点で、DXなども活用し活動

を推進していきます。

な施策を実施し、製品・技術による健康長寿社会へ

貢献します。また、言語や文化の違い・多様性を尊

重したダイバーシティ経営や人材育成に注力し、より

充実したワークライフバランスの実現を目指します。

ガバナンスに関しては、内部統制の強化を図って

いきます。

顧客への情報・サービス提供の拡充（ビジネスDX）の強化
グローバル情報の一元化による業務のスマート化と事業機会の拡大（業務DX）

■「ゼロカーボン・コミットメント」や感染症対策などのESG面の取り組みを発展させ、サステナビリティ経営を推進する
■ESG評価機関からの評価を高め、さらに取り組みを強化する好循環を目指す

社是、経営理念、CSR憲章の社内浸透

統合報告書・Web
での情報開示

評価向上による
取り組みの促進

DXの推進 サステナビリティ経営の推進

サステナビリティ経営の主要テーマ
評価の向上を具体的に実現する

ESG評価の向上

「社会の持続可能な発展」と「中長期的な企業価値向上」の実現

これからも社是、経営理念、CSR憲章を経営の根

幹に据え、長期的な視野を持って経営の健全性・透明

性を確保しつつ、科学技術を活用しながら社会課題と

真摯に向き合うことで、「社会の持続可能な発展」と「中

長期的な企業価値向上」の実現に努めていきます。

加えて、それぞれの事業や部門の存在意義を問い

直し、あるべき姿を再構築していくことが、私の役割

だと思っています。社員一人一人が課題を自分事と

捉え、戦略・施策を着実に実行すれば、島津グループ

は、これまで以上に活力に満ちていくと信じています。

ステークホルダーの皆様におかれましては、今後と

も変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、お願い申

し上げます。

好
循
環
の
サ
イ
ク
ル
を
構
築

2019年
117位内

2020年
39位内

2021年
30位内

2020年
Cランク

2021年
Bランク

2022年 指数採用を目指す

●日経SDGs経営調査　
　（国内約700社の評価制度）

●CDP (気候変動)

●FTSE (GPIF採用指数)

オンライン展示会開催

ビジネスDX

業務DX

リカーリング事業

技術情報の提供

研究開発

営業・マーケティング

製造

最適な製品・情報の提供

業務のスマート化

•  IoTやWEBカメラによる装置の
稼働状況モニター
•  消耗品提供の促進

•  展示会・イベントのDX化
•  技術説明のDX化

•  技術・マーケティング情報の共有
•  研究開発の効率化

•  顧客ニーズのグローバルな把握

•  AI・ロボティクスによる最適システム、
品質向上

• 高度な情報プラットフォームの構築
•  顧客への製品・サービス・消耗品の提供
機会の拡大

•  グローバルな地域情報の標準化・一元化

DXの推進

〈島津のDX〉

（DX・IT戦略
統括部を新設）

① デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

トップメッセージ

科学技術で社会に貢献する

※ 2021年10月にDX戦略統括部からDX・IT戦略統括部へ名称変更
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事業を通じた社会課題の解決（CSV）
（CSV=戦略的CSR）

社会の一員としての責任ある活動
（基盤的CSR）

環 境
（E）

社 会
（S）

ガバナンス

（G）

創業以来、145年以上にわたって、科学技術で社会

に貢献する企業として、それぞれの時代における社会

課題の解決に貢献してきましたが、社会経済のグ

ローバル化や気候変動の深刻化などにより、世界が

直面する社会課題はさらに拡大し、新たな課題が次々

と顕在化しています。

当社グループは、これらの社会課題による社会・経

済および自社への影響を認識するとともに、2017年

に制定したCSR憲章に基づき、マテリアリティ（優先

すべき重要テーマ）を特定しています。

マテリアリティは、ESG（環境・社会・ガバナンス）

の各側面において、「事業を通じた社会課題の解決」と

「社会の一員としての責任ある活動」の2つの軸で整理

しています。

SDGsをベースに社会課題のメガトレンドを把握し、

それらに対して当社グループの科学技術を中核とした

事業領域で貢献できること、また経営基盤として取り

組むべきことを抽出し、マテリアリティおよび事業領

マテリアリティ（優先すべき重要テーマ）の特定

島津グループのマテリアリティ

マテリアリティ特定プロセス

「事業を通じた社会課題の解決」では、ヘルスケア、

環境／エネルギー、マテリアル、インフラの成長4分野

における事業の展開・拡大による社会課題の解決を

目指しています。これを「CSV=戦略的CSR」と位置

づけ、2020年からの中期経営計画においても、既存

の顧客課題を越えて、世の中で顕在化していない社会

課題の解決を取り込みながら各事業を育てています。

「社会の一員としての責任ある活動」は、事業活動の

バリューチェーン、製品のライフサイクルにおいて、社

会的に求められる取り組みを通じて、組織基盤の強化

を図っています。これを「基盤的CSR」と位置付ける

ことで、社内外におけるリスクを低減し、幅広いス

テークホルダーに対する貢献の形を模索しています。

事業活動による
社会課題の解決

環境／エネルギー

ヘルスケア
顧客満足

人権の尊重

サプライチェーンマネジメント

地域社会との調和

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

ステークホルダーとの対話

人材活用

情報セキュリティ

マテリアル インフラ

環境経営

事業領域社会課題のメガトレンド

飢餓・貧困

ジェンダー

気候変動

健康・福祉

エネルギー

生物多様性

教育

資源循環

平和と公正
人の健康

科学技術

産業の発展安心・安全な
社会

当社の事業を通じたSDGsへの貢献目標

全てに共通

事業領域

社会の一員としての責任ある活動（CSR）

事業を通じた社会課題の解決（CSV）

人の健康
提供価値

健康寿命の延伸、
適切な医療の提供など

安心・安全な
社会
提供価値

自然環境の保全、
食の安全、

老朽インフラの診断 など

産業の発展
提供価値

新素材開発を支援、
地域固有の環境問題解決や
再生可能エネルギーの
開発支援 など

域において取り組むべきSDGsを特定しました。今後

も、社会課題の変化やステークホルダーの皆様から

のご意見を踏まえ、必要に応じて見直しを図っていき

ます。

科学技術で社会に貢献する

トップメッセージ
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