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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 272,833 △5.9 19,613 △28.9 17,731 △25.7 8,536 △37.8

20年3月期 289,971 10.5 27,597 9.2 23,864 2.8 13,724 2.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 28.92 ― 5.7 6.1 7.2
20年3月期 46.49 ― 9.4 8.0 9.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 281,155 147,306 52.3 497.83
20年3月期 303,830 150,712 49.5 509.16

（参考） 自己資本   21年3月期  146,910百万円 20年3月期  150,307百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 12,923 △10,441 △11,757 23,673
20年3月期 19,202 △15,419 4,083 35,077

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00 2,657 19.4 1.8
21年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00 2,656 31.1 1.8

22年3月期 
（予想）

― 3.50 ― 3.50 7.00 29.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

120,000 △12.4 4,000 △66.8 3,600 △69.6 2,400 △69.5 8.13

通期 255,000 △6.5 12,000 △38.8 10,500 △40.8 6,900 △19.2 23.38
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」の（会計方針の変更）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、19ページ（１株当たり情報）をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 296,070,227株 20年3月期 296,070,227株

② 期末自己株式数 21年3月期  970,422株 20年3月期  865,864株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 159,074 △7.0 4,203 △57.6 4,864 △44.3 2,520 △58.2

20年3月期 171,096 0.2 9,918 △14.0 8,730 △25.1 6,035 81.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 8.54 ―

20年3月期 20.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 213,960 109,742 51.3 371.88
20年3月期 232,826 111,741 48.0 378.52

（参考） 自己資本 21年3月期  109,742百万円 20年3月期  111,741百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能
性があります。なお、上記予想に関連する事項については、添付資料の4ページを参照してください。 
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１．経 営 成 績 
 

(１)経営成績に関する分析 

【当期の概況】 

当期のわが国経済は、期の後半に入り世界的な景気後退や金融危機などの影響を受けて、輸出、生産、設備投       

資等が大幅に減少し、景気は急速に悪化しました。海外においても、米国および欧州では景気は急速に後退し、       

中国では内需拡大策の効果もあり景気減速は緩やかであるものの、インド、ロシアでは景気は減速しました。        

このような情勢のもと、当社グループは、昨年４月からスタートした３ヵ年中期経営計画の基本方針である「世       

界に支持される島津ブランド」の構築を目指して、マーケティング力強化による成長の持続と、確固たる収益基       

盤を構築するための機能・プロセス改革を進めるとともに、顧客ニーズに対応した新製品の拡販に注力いたしま       

した。 

しかしながら、期の後半に入り国内外での需要の激減や急速な円高の進行等により、当期の業績につきまして       

は、売上高は 2,728 億３千３百万円（前期比 5.9％減）となり、営業利益は 196 億１千３百万円（同 28.9％減）、       

経常利益は 177 億３千１百万円（同 25.7％減）、当期純利益は 85 億３千６百万円（同 37.8％減）となりまし       

た。 

 

【所在地別の販売状況】 

当期の売上高を所在地別に見ますと、日本では国内市場で民間設備投資・官公需がともに低迷し、輸出につき       

ましても計測機器の需要が減少しました。この結果、売上高は 1,807 億５千４百万円(前期比 9.4％減)、営業利       

益は 201 億７千４百万円(同 26.4％減)となりました。 

米州では、計測機器・医用機器が堅調に推移しましたが、航空機器・産業機器の売上が減少した結果、売上高       

は 237 億８千８百万円(前期比 12.6％減)、営業利益は 23 億２千９百万円(同 0.4％増)となりました。 

欧州では、医用機器・産業機器が堅調に推移しましたが、計測機器の需要が減少した結果、売上高は 216 億２       

千８百万円(前期比 4.1％減)、営業利益は 13 億８千４百万円(同 37.6％減)となりました。 

アジア・オセアニアでは、中国を中心に計測機器・医用機器・産業機器が堅調に推移し、売上高は 466 億６千       

１百万円(前期比 14.6％増)、営業利益は 39 億５千２百万円(同 5.7％減)となりました。 
 
 

【事業区分別の販売状況】 

  Ⅰ．計測機器事業 

国内市場は民間の設備投資や研究開発需要が期の後半に減速傾向に転じ、官公需は補正予算関連で一部活発な       

動きがあったものの、全体的に低迷しました。質量分析計は新製品投入による製品系列の強化や官公需への注力       

により売上を伸ばしましたが、前年まで活発であった大型分析装置や光分析装置、工業用Ｘ線装置、材料試験機       

は後半にかけて需要の落ち込みにより売上が減少しました。 

海外市場につきましては、中国では食品の安全や環境関連の需要が引き続き堅調で、高速液体クロマトグラフ、       

質量分析計、ガスクロマトグラフなどの売上が伸びました。一方、北米、欧州およびインドでは需要が期の後半       

に入り急減し、海外市場全体の売上は減少しました。 

この結果、当事業の売上高は 1,524 億 2 百万円(前期比 7.3％減)、営業利益は 211 億７千１百万円(同 19.2％       

減)となりました。 
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  Ⅱ．医用機器事業 

国内市場は、昨年４月に画像デジタル保存優遇の診療報酬改定が行われ、病院予算がモニター診断機器に重点       

配分された影響で、主力のＸ線撮影装置の市況が低迷し、売上は減少しました。 

 海外市場につきましては、デジタル化対応製品の需要が堅調に推移したことから、中国、欧州、中近東などで       

売上が伸びました。 

この結果、当事業の売上高は 510 億５千万円(前期比 6.2％減)、営業利益は 11 億７千６百万円(同 56.0％減)      

となりました。 

 

  Ⅲ．航空・産業機器事業 

航空機器では、国内市場は次期固定翼哨戒機（ＸＰ－１）と次期大型輸送機（Ｃ－Ｘ）の試作機製品の納入が       

完了したことなどにより、また海外市場につきましては民間航空機需要の急速な減退により、売上が減少しまし       

た。 

産業機器では、半導体市況が停滞するなか、ターボ分子ポンプは液晶パネルやガラスコーティング向けの需要       

が期の後半に減少したものの、年間では売上が増加しました。太陽電池成膜装置は、太陽光発電市場の拡大を背       

景に活発であった設備投資が期の後半に抑制傾向に転じたものの、台湾を中心に売上が伸びました。油圧機器は、       

期の後半に入り需要の落ち込みが顕著となり売上が減少に転じました。 

この結果、当事業全体の売上高は 631 億２千２百万円（前期比 1.6％減）となり、営業利益は 48 億５千４百       

万円（同 24.2％減）となりました。 

 

  Ⅳ．その他の事業 

当事業の売上高は 62 億５千８百万円（前期比 11.3％減）となり、営業利益は 17 億５千４百万円（同 3.8％減）       

となりました。 

 

【次期の見通し】 

今後の見通しにつきましては、為替、資源価格の動向および金融危機の世界的な広がりと深刻化、金融・株式       

市場の混乱や信用収縮等による実体経済への悪影響の波及とこれに伴う世界経済への打撃など、事業を取り巻く       

環境は先行き不透明な状況にあります。 

このような経営環境のもと、当社グループは、３ヵ年中期経営計画の基本方針である「世界に支持される島津       

ブランド」の構築を目指して、マーケティング力強化による成長の持続と確固たる収益基盤を構築するための機       

能・プロセス改革を着実に実行するとともに、平成 21 年度は新たな経済環境への対応期間と位置付け、損益構造       

改善のための緊急施策を実施してまいります。緊急施策では売上規模を維持するための積極的な事業遂行と大幅       

な総コスト削減を実行し、利益確保を図ってまいります。 

 

計測機器事業では、国内市場は設備投資の延期・停止の緩和が期待され、下期には市況が回復に向かうと見込       

んでいます。海外市場は欧州、アジアを中心とした化学物質規制の強化、中国での食品安全性の問題、新興市場       

での環境汚染、バイオ燃料など代替エネルギーへの転換、グリーン調達市場など、環境や安全性への対応を要求       

する需要は活発であり、また医薬研究などライフサイエンス市場での研究開発における堅調な需要が下支えする       

と見込んでいます。当事業では、これらの市場に注力するとともに、グローバルマーケティング機能の強化、ア       

フターマーケット事業の推進、中国市場における現地開発の促進、生産・物流改革の推進などにより収益性の一       

層の強化を図ってまいります。 
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医用機器事業では、国内市場は病院経営環境の厳しさを反映して引き続き低調に推移し、海外市場でも金融不       

安の広がりや為替の影響を受け、厳しい事業環境が続くと予想されます。当事業では、臨床アプリケーションの       

拡充、販売体制およびサービス体制の強化による売上拡大とコスト削減および生産改革の推進により収益性の改       

善を図ってまいります。 

 

航空・産業機器事業では、航空機器は修理部品などが堅調に推移するとみられるほか、主力戦闘機（Ｆ－１５）       

近代化改修が始まることにより、国内市場の需要は堅調に推移すると見込まれますが、海外市場は民間航空機需       

要が減少すると見込んでいます。産業機器は、太陽光発電関連は米国のグリーン・ニューディール政策などの効       

果により、世界的規模で中長期的に市場の拡大が期待され、国内を中心に太陽電池の増産に伴う太陽電池成膜装       

置などの需要増加を見込んでいます。半導体関連につきましては市況回復の見通しが不透明でありますが、ター       

ボ分子ポンプのコストダウンなど収益構造の改善に努め、需要回復時の業績拡大に繋げてまいります。 

 

(２)財政状態に関する分析 

【当期末の資産の状況】 

当期末は、前期末に比べ現金及び預金が 112 億７千１百万円減少し、受取手形及び売掛金が 79 億８千７百万       

円減少したことなどにより、総資産は 226 億７千５百万円減少し、2,811 億５千５百万円となりました。純資産       

は、利益剰余金が 60 億６千７百万円増加し、為替換算調整勘定が 77 億５千１百万円減少したことなどにより、       

34 億６百万円減少し、 1,473 億６百万円となりました。 

 
 

【当期のキャッシュ・フローの状況】 

当期末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ 114 億３百万円減少し、236 億７千３百万円となりました。        

当期における各キャッシュ・フローの状況はつぎのとおりであります。 

 
 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は 129 億２千３百万円となり、キャッシュ・フローは前期に比べ 62 億７千９       

百万円減少しました。その減少の主なものは、税引前当期純利益の減少 84 億８百万円であります。 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動で支出した資金は、前期に比べ 49 億７千８百万円減少し、104 億４千１百万円となりました。その       

主なものは、設備投資による支出 98 億９千万円であります。 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動で支出した資金は、前期に比べ 158 億４千万円増加し、117 億５千７百万円となりました。その主       

なものは、社債の償還による支出 150 億円、配当金の支払額 28 億５百万円、および借入による収入(純額) 77       

億７千万円であります。 
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【キャッシュ・フロー指標のトレンド】 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率（％） 36.7 46.8 48.0 49.5 52.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 64.9 79.0 102.2 89.5 66.0 

債務償還年数（年） 3.6 3.3 2.5 2.2 2.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 16.9 18.5 19.9 27.1 20.9 

（注）自己資本比率：(純資産－少数株主持分)／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。 

3. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを      

使用しています。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち短期借入金、長期借入      

金および社債を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息      

の支払額を使用しています。 

 

(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な政策の一つとして位置づけています。 

配当につきましては、安定的配当の継続を基本としつつ、収益状況を勘案して配当を行うこととしています。      

今後とも業績の向上に全力を傾注し、収益力ならびに財務体質の強化を図り、自己資本利益率の向上に努める所      

存であります。 

内部留保資金につきましては、将来の成長に向け効果的な設備投資ならびに研究開発投資に活用し、事業の拡      

大に努めてまいる所存であります。 

期末配当金につきましては、前期は１株当たり５円とさせていただきましたが、当期は１株当たり 50 銭減の４       

円 50 銭とさせていただく予定です。この結果、年間配当金は、中間配当金の４円 50 銭とあわせて、前期と同額       

の１株当たり９円となります。 

また、次期の配当金予想につきましては、１株当たり中間配当金３円 50 銭、期末配当金３円 50 銭と、年間配       

当金は前期比２円減の７円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

 

近の有価証券報告書（平成 20 年６月 30 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状      

況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

３．経 営 方 針 

 

(１)会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来「科学技術で社会に貢献する」を社是としてまいりました。平成元年には、この社是を当社      

が現在置かれている状況に即して表現した『「人と地球の健康」への願いを実現する』を経営理念として制定し、     

以後、これを当社の基本方針とし、全世界共通の当社グループの経営理念、Solutions for Science since 1875      

を掲げております。 

当社グループは、前述の社会的使命の達成に向け、産業用および研究用の分析・計測・試験機器、環境測定機      

器、診断用医療機器、半導体・ＦＰＤ(フラット パネル ディスプレイ)関連機器、航空機搭載機器やライフサイ      

エンス関連事業、情報システム、ソフトサービスなどの幅広い分野で常に先端的な技術を駆使して顧客のニーズ      

に応える製品・サービスを提供するよう不断の努力を続けてまいります。さらに、これら事業活動にあたっては      

経営資源の重点投入を行い、常に経営効率および収益性の向上に努め企業価値の増大を目指します。 

 

(２) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成 20 年４月から次の３ヵ年の指針となるべき新しい中期経営計画をスタートしました。本      

計画では、真のグローバル企業となることを目指して、「世界に支持される島津ブランド」を構築することを基      

本方針としております。 

そのための成長戦略として、「マーケティング力強化による成長の持続」と「新しい分野への事業展開」を掲      

げています。これまで進めてきました製品力と販売力の強化に加えて、グローバルなマーケティング力を一層強      

化して成長を持続していきます。新事業としては、次世代医療、産業計測（インライン計測）などの領域で事業      

の調査・探索を進めるとともに、事業化に着手し具体的な成果を上げることを目指しております。 

確固たる収益基盤を構築するための機能・プロセス改革としては、現在進めている生産・営業・サービス・物      

流の改革に、開発プロセス改革を加えて、企業活動の全プロセスの改革を進めます。生産改革については、生産      

と販売の連携を深めるとともに、IT システムの整備を進めてグローバルな SCM（サプライチェーン・マネジメン      

ト）改革へと進化させ「ものづくりの追求」をすることにより、グループ全体として生産性の向上を目指してま      

いります。 

これらの活動を支える組織基盤構築として、グローバルに活躍できる人材育成を目指した「マネジメント人材      

の質・量の強化」、当社グループの将来を支える「コア技術の強化と先端技術の獲得」、「グループ本社として      

の機能の整備」を図ってまいります。 
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(３) 対処すべき課題 

当社グループは、平成 20 年４月から、真のグローバル企業となることを目指して、「世界に支持される島津       

ブランド」を構築することを基本方針とした３ヵ年中期経営計画をスタートしました。本計画では、「マーケ       

ティング力の強化」と「新しい分野への事業展開」による成長の持続と確固たる収益基盤を構築するための「開       

発・生産・営業・サービス・物流にわたる機能・プロセス改革」を着実に実行することで、「世界に支持され       

る島津ブランド」の構築を目指します。 

一方、昨年来の金融危機の世界的な広がりに端を発した全世界的な需要の減退と急激な為替変動（円高）な       

どにより、事業を取り巻く環境は厳しさを増すとともに先行き不透明な状況にありますが、当社グループは持       

続的成長を図るために、本中期経営計画の達成年度は再考するものの、中期経営計画の基本方針や重点施策は       

堅持してまいります。 

その中で平成 21 年度は、新たな経済環境への対応期間と位置づけ、総コスト削減による損益構造改善のため       

の緊急施策を実施するとともに、売上規模を維持するための積極的な事業展開を行って、利益確保に努めてま       

いります。同時に、当社グループとして製造を含めた 適なグローバル事業体制の検討にも取り組んでまいり       

ます。 

 

(４) 目標とする経営指標 

当社グループは、３ヵ年の中期経営計画において、平成 23 年３月期の連結での売上高 3,200 億円、営業利       

益 360 億円、海外売上高比率 42％以上を目標数値としていますが、世界的な景気後退など事業を取り巻く環       

境は厳しさを増すとともに先行き不透明な状況にあります。当社グループは持続的成長を図るために、本中期       

経営計画の達成年度は再考するものの、中期経営計画の基本方針や重点施策は堅持してまいります。 

 



４.連結財務諸表 
(１)連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前   期 
(平成20年３月31日) 

当   期 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,766 24,494

受取手形及び売掛金 87,238 79,250

有価証券 142 －

たな卸資産 66,000 －

商品及び製品 － 33,744

仕掛品 － 20,923

原材料及び貯蔵品 － 14,065

繰延税金資産 6,122 6,555

その他 4,987 3,196

貸倒引当金 △879 △1,007

流動資産合計 199,378 181,224

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 65,670 65,114

減価償却累計額 △31,962 △32,700

建物及び構築物（純額） 33,708 32,413

機械装置及び運搬具 20,253 19,482

減価償却累計額 △13,835 △13,564

機械装置及び運搬具（純額） 6,418 5,917

土地 18,849 18,808

リース資産 － 5,323

減価償却累計額 － △3,132

リース資産（純額） － 2,191

建設仮勘定 81 1,321

その他 26,720 26,637

減価償却累計額 △18,990 △19,681

その他（純額） 7,730 6,955

有形固定資産合計 66,788 67,608

無形固定資産 6,211 6,538

投資その他の資産   

投資有価証券 12,352 7,776

長期貸付金 969 1,465

繰延税金資産 12,584 11,598

その他 5,718 5,135

貸倒引当金 △171 △190

投資その他の資産合計 31,453 25,784

固定資産合計 104,452 99,931

資産合計 303,830 281,155
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(単位：百万円)

前   期 
(平成20年３月31日) 

当   期 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,611 45,754

短期借入金 5,246 12,520

1年内償還予定の社債 15,000 10,000

リース債務 － 1,039

未払金 11,725 9,442

未払法人税等 2,670 2,239

賞与引当金 5,933 5,186

役員賞与引当金 322 309

その他 10,401 9,939

流動負債合計 103,911 96,429

固定負債   

社債 20,000 10,000

長期借入金 2,556 2,120

リース債務 － 1,328

退職給付引当金 19,432 16,827

役員退職慰労引当金 237 264

その他 6,982 6,879

固定負債合計 49,207 37,419

負債合計 153,118 133,849

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,648 26,648

資本剰余金 35,188 35,188

利益剰余金 87,574 93,641

自己株式 △536 △623

株主資本合計 148,875 154,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,211 1,586

為替換算調整勘定 △1,779 △9,530

評価・換算差額等合計 1,432 △7,944

少数株主持分 404 395

純資産合計 150,712 147,306

負債純資産合計 303,830 281,155
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(２)連結損益計算書 

(単位：百万円)

前   期 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当   期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

売上高 289,971 272,833

売上原価 177,378 167,861

売上総利益 112,593 104,971

販売費及び一般管理費 84,995 85,358

営業利益 27,597 19,613

営業外収益   

受取利息 315 218

受取配当金 172 178

受取保険金 331 295

受取賃貸料 122 160

その他 735 749

営業外収益合計 1,678 1,601

営業外費用   

支払利息 706 523

たな卸資産処分損 1,274 －

為替差損 1,494 1,021

その他 1,935 1,937

営業外費用合計 5,411 3,482

経常利益 23,864 17,731

特別利益   

退職給付信託設定益 － 1,450

固定資産売却益 19 25

投資有価証券売却益 － 13

子会社清算益 246 －

特別利益合計 266 1,489

特別損失   

たな卸資産評価損 － 1,752

投資有価証券評価損 7 1,320

退職給付制度改定損 － 458

固定資産処分損 484 270

環境対策費 － 196

投資有価証券売却損 9 －

特別損失合計 501 3,999

税金等調整前当期純利益 23,629 15,221

法人税、住民税及び事業税 5,753 4,913

法人税等調整額 4,125 1,746

法人税等合計 9,878 6,660

少数株主利益 25 24

当期純利益 13,724 8,536
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(３)連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前   期 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当   期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 26,648 26,648

当期末残高 26,648 26,648

資本剰余金   

前期末残高 35,188 35,188

当期末残高 35,188 35,188

利益剰余金   

前期末残高 76,396 87,574

当期変動額   

剰余金の配当 △2,509 △2,804

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 215

連結範囲の変動 △37 119

当期純利益 13,724 8,536

当期変動額合計 11,177 6,067

当期末残高 87,574 93,641

自己株式   

前期末残高 △419 △536

当期変動額   

自己株式の取得 △116 △87

当期変動額合計 △116 △87

当期末残高 △536 △623

株主資本合計   

前期末残高 137,814 148,875

当期変動額   

剰余金の配当 △2,509 △2,804

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 215

連結範囲の変動 △37 119

当期純利益 13,724 8,536

自己株式の取得 △116 △87

当期変動額合計 11,060 5,979

当期末残高 148,875 154,855
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(単位：百万円)

前   期 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当   期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,464 3,211

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,253 △1,625

当期変動額合計 △2,253 △1,625

当期末残高 3,211 1,586

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,649 △1,779

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △129 △7,751

当期変動額合計 △129 △7,751

当期末残高 △1,779 △9,530

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,815 1,432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,382 △9,376

当期変動額合計 △2,382 △9,376

当期末残高 1,432 △7,944

少数株主持分   

前期末残高 573 404

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △169 △9

当期変動額合計 △169 △9

当期末残高 404 395

純資産合計   

前期末残高 142,203 150,712

当期変動額   

剰余金の配当 △2,509 △2,804

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 215

連結範囲の変動 △37 119

当期純利益 13,724 8,536

自己株式の取得 △116 △87

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,552 △9,386

当期変動額合計 8,508 △3,406

当期末残高 150,712 147,306
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(４)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前   期 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当   期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 23,629 15,221

減価償却費 6,279 8,503

貸倒引当金の増減額（△は減少） △96 263

賞与引当金の増減額（△は減少） 61 △747

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 51 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,279 △570

退職給付信託設定損益（△は益） － △1,450

受取利息及び受取配当金 △488 △396

支払利息 706 523

社債発行費 57 －

為替差損益（△は益） 73 8

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 10 1,308

有形固定資産除売却損益（△は益） 464 244

売上債権の増減額（△は増加） 1,966 3,730

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,246 △8,457

仕入債務の増減額（△は減少） △3,032 △3,141

その他 1,486 2,465

小計 28,645 17,492

利息及び配当金の受取額 486 398

利息の支払額 △707 △618

法人税等の支払額 △9,221 △4,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,202 12,923

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △255 －

有価証券の売却による収入 277 129

固定資産の取得による支出 △11,304 △9,890

固定資産の売却による収入 390 196

投資有価証券の取得による支出 △788 △153

投資有価証券の売却による収入 1 26

子会社出資金の取得による支出 △186 －

貸付けによる支出 △526 △599

貸付金の回収による収入 87 87

営業譲受による支出 △3,023 －

その他 △89 △237

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,419 △10,441
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(単位：百万円)

前   期 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当   期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100 9,785

短期借入金の返済による支出 △3,022 △1,475

長期借入れによる収入 1,070 1,000

長期借入金の返済による支出 △933 △1,540

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 10,500 4,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △10,500 △4,000

社債の発行による収入 9,942 －

社債の償還による支出 － △15,000

配当金の支払額 △2,508 △2,805

少数株主への配当金の支払額 △15 △7

預り保証金の返還による支出 △431 △431

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,195

その他 △116 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,083 △11,757

現金及び現金同等物に係る換算差額 198 △2,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,064 △11,907

現金及び現金同等物の期首残高 26,906 35,077

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 106 503

現金及び現金同等物の期末残高 35,077 23,673
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(５)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

連結の範囲に関する事項

連 結 子 会 社 76 社

主要会社名 島津メクテム(株)、(株)島津理化、(株)島津テクノリサーチ、

島津システムソリューションズ(株)、島津サイエンス東日本(株)、

島津サイエンス西日本(株)、島津メディカルシステムズ(株)、

島津エミット(株)、

シマヅ  サイエンティフィック  インスツルメンツ  インク （アメリカ）、 

シマヅ  プレシジョン  インスツルメンツ  インク （アメリカ）、

クレイトス  グループ  ピーエルシー （イギリス）、 

シマヅ  オイローパ  ゲーエムベーハー （ドイツ）、  

シマヅ （エイシア  パシフィック） プライベイト  リミテッド （シンガポール）、

島津（香港）有限公司（中国）

(新　　規) ５社

非連結子会社 １社(連結の範囲に関する重要性の原則を適用しました)

(７)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計方針の変更)

１. 当社および国内連結子会社は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)

を当期より適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更していま

す。また、従来、営業外費用に計上していた「たな卸資産処分損」を当期から売上原価に計上しています。

この結果、従来の方法に比べて、営業利益は 1,154百万円減少し、経常利益は 478百万円増加し、税金等調整前当期純

利益は 1,274百万円減少しています。

２. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日、平成19年３月30日改正）および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日、平成19年３月30日改

正）を当期より適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。なお、これによる損益への影響はありません。

(追加情報)

当社および一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、資産の利用状況等を見直した結果、当期から機械装置の

耐用年数を変更しています。この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ 147百万円減少しています。

なお、上記、連結の範囲に関する事項、会計方針の変更、追加情報以外は、最近の有価証券報告書(平成20年６月30日提出)

における記載から重要な変更がないため開示を省略します。

(８)注記事項

(開示の省略)

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、関連当事者

との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略します。
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(セグメント情報)

１．事業の種類別セグメント情報

(平成19年４月１日～平成20年３月31日) (単位：百万円)

航空・産業
機      器 全 社

Ⅰ

(１) 164,334 54,423 64,161 7,052 289,971 － 289,971

(２) 168 107 70 956 1,301 ( 1,301 ) －

164,502 54,531 64,231 8,008 291,273 ( 1,301 ) 289,971

138,304 51,853 57,830 6,183 254,172 8,201 262,373

26,197 2,677 6,400 1,824 37,100 ( 9,502 ) 27,597

Ⅱ

128,626 40,682 71,602 12,530 253,441 50,389 303,830

2,689 759 1,646 385 5,480 798 6,279

3,823 1,371 4,713 20 9,929 2,456 12,385

(平成20年４月１日～平成21年３月31日) (単位：百万円)

航空・産業
機      器 全 社

Ⅰ

(１) 152,402 51,050 63,122 6,258 272,833 － 272,833

(２) 175 10 91 957 1,235 ( 1,235 ) －

152,578 51,061 63,213 7,215 274,069 ( 1,235 ) 272,833

131,407 49,884 58,359 5,460 245,112 8,108 253,220

21,171 1,176 4,854 1,754 28,957 ( 9,344 ) 19,613

Ⅱ

117,290 38,585 74,298 12,098 242,273 38,881 281,155

3,160 998 2,298 497 6,955 1,547 8,503

3,313 1,635 2,444 110 7,503 1,485 8,989

(注)1. 事業区分の方法

他の事業に区分しています。

2.

および総務・経理・人事部門等の管理部門に係る費用であります。

3.

よび管理部門に係る資産等であります。

連 結医用機器 その他計測機器

連 結医用機器 その他計測機器
消去又は

計

営 業 利 益

営 業 費 用

セグメント間の内部売上高

計

前 期

売 上 高 及 び 営 業 損 益

外部顧客に対する売上高

                       セグメント
   項    目

売 上 高

40,655百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)お

計

営 業 費 用

営 業 利 益

資産、減価償却費及び資本的支出

資 産

減 価 償 却 費

前期および当期における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、それぞれ 52,414百万円、

事業区分は、製品の市場における使用目的等に応じて、計測機器事業、医用機器事業、航空・産業機器事業、その

9,518百万円、9,360百万円であり、その主なものは、当社の基礎的試験研究費、企業イメージ広告に要した費用

前期および当期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、それぞれ

売 上 高 及 び 営 業 損 益

資 産

減 価 償 却 費

資 本 的 支 出

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高

計
消去又は

売 上 高

資産、減価償却費及び資本的支出

当 期

資 本 的 支 出

                       セグメント
   項    目

- 17 -
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２．所在地別セグメント情報

(平成19年４月１日～平成20年３月31日) (単位：百万円)

ア  ジ  ア 消去又は

オセアニア 全 社

Ⅰ

(１) 199,488 27,218 22,556 40,707 289,971 － 289,971

(２) 38,088 6,595 2,174 3,149 50,007 ( 50,007 ) －

237,577 33,813 24,731 43,856 339,979 ( 50,007 ) 289,971

210,159 31,494 22,511 39,665 303,831 ( 41,457 ) 262,373

27,417 2,318 2,220 4,191 36,147 ( 8,550 ) 27,597

Ⅱ 200,702 19,338 19,651 26,027 265,720 38,110 303,830

(平成20年４月１日～平成21年３月31日) (単位：百万円)

ア  ジ  ア 消去又は

オセアニア 全 社

Ⅰ

(１) 180,754 23,788 21,628 46,661 272,833 － 272,833

(２) 37,493 7,819 1,902 4,364 51,580 ( 51,580 ) －

218,248 31,607 23,531 51,026 324,414 ( 51,580 ) 272,833

198,074 29,278 22,146 47,073 296,573 ( 43,353 ) 253,220

20,174 2,329 1,384 3,952 27,840 ( 8,227 ) 19,613

Ⅱ 193,324 17,227 14,070 26,480 251,103 30,052 281,155

(注)1. 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

2. 本邦以外の区分に属する主な国または地域

      米             州 : アメリカ

      欧             州 : イギリス、ドイツ

      アジア・オセアニア : 中国、インド、東南アジア諸国、オーストラリア

3.

および総務・経理・人事部門等の管理部門に係る費用であります。

   4.

よび管理部門に係る資産等であります。

前 期

連 結計
                       セグメント
   項    目

欧 州

資 産

連 結

当 期

セグメント間の内部売上高

計

計米 州

営 業 利 益

営 業 費 用

外部顧客に対する売上高

欧 州

セグメント間の内部売上高

                       セグメント
   項    目

日 本

売 上 高 及 び 営 業 損 益

売 上 高

40,655百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)お

前期および当期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、それぞれ

9,518百万円、9,360百万円であり、その主なものは、当社の基礎的試験研究費、企業イメージ広告に要した費用

計

前期および当期における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、それぞれ 52,414百万円、

資 産

営 業 費 用

営 業 利 益

売 上 高

外部顧客に対する売上高

日 本 米 州

売 上 高 及 び 営 業 損 益
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３.海外売上高

前  期（平成19年４月１日～平成20年３月31日） (単位：百万円)

Ⅰ海外売上高

Ⅱ連結売上高

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合

当  期（平成20年４月１日～平成21年３月31日） (単位：百万円)

Ⅰ海外売上高

Ⅱ連結売上高

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合

(注)1. 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

 　 2. 各区分に属する主な国または地域

： アメリカ

： イギリス、ドイツ

： 中国、インド、東南アジア諸国、オーストラリア

 　 3. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

(１株当たり情報)

１株当たり純資産額 円 円

１株当たり当期純利益

(注)１株当たり当期純利益の金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

＜１株当たり当期純利益＞

当期純利益 百万円 百万円

普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る当期純利益

普通株式の期中平均株式数 千株 千株

(重要な後発事象)

億円）の償還資金に充当するため、平成21年４月27日に長期借入金 100億円（５年）の新規借入を行いました。

27,610

10.1% 8.3%

22,654

42.5%24.1%

ア  ジ  ア

オセアニア

65,693

計
オセアニア

64,503

計

115,958

272,833

40.6%

117,859

289,971

30,645 22,710

                           セグメント
  項    目

米 州 欧 州
ア  ジ  ア

                           セグメント
  項    目

米 州 欧 州

22.2%10.6% 7.8%

米 州

8,536 

509.16 

46.49 

　　　　　（ 当  期 ）　　（ 前  期 ）

497.83 

28.92 

　　　　　（ 当  期 ）

13,724 

　　（ 前  期 ）

欧 州

アジア・オセアニア

当社は、平成21年３月27日開催の取締役会決議に基づき、平成21年４月28日償還期限の第17回無担保社債（100

13,724 

－ － 

295,249 295,151 

8,536 
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５.個別財務諸表 
(１)貸借対照表 

(単位：百万円)

前   期 
(平成20年３月31日) 

当   期 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,409 3,999

受取手形 19,582 15,833

売掛金 41,956 36,085

商品及び製品 13,262 18,010

仕掛品 17,373 17,261

原材料及び貯蔵品 8,162 9,356

前渡金 1,057 998

前払費用 1 5

繰延税金資産 2,336 2,780

その他 10,142 8,855

貸倒引当金 △211 △179

流動資産合計 127,074 113,006

固定資産   

有形固定資産   

建物 54,437 54,656

減価償却累計額 △25,497 △26,447

建物（純額） 28,940 28,209

構築物 3,323 3,496

減価償却累計額 △2,067 △2,205

構築物（純額） 1,256 1,291

機械及び装置 15,270 14,498

減価償却累計額 △10,677 △10,687

機械及び装置（純額） 4,592 3,811

車両運搬具 74 70

減価償却累計額 △53 △47

車両運搬具（純額） 21 22

工具、器具及び備品 18,636 18,570

減価償却累計額 △13,169 △13,689

工具、器具及び備品（純額） 5,466 4,881

土地 18,169 18,281

リース資産 － 1,891

減価償却累計額 － △1,108

リース資産（純額） － 782

建設仮勘定 12 1,249

有形固定資産合計 58,458 58,529

無形固定資産   

のれん 1,025 974

特許権 49 40

商標権 2 2

ソフトウエア 4,298 4,508

リース資産 － 50

その他 34 33

無形固定資産合計 5,411 5,608

(株)島津製作所(7701)　平成21年３月期　決算短信
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(単位：百万円)

前   期 
(平成20年３月31日) 

当   期 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 11,748 7,428

関係会社株式 13,774 13,761

出資金 5 5

関係会社出資金 2,037 2,037

長期貸付金 4 4

従業員に対する長期貸付金 415 341

関係会社長期貸付金 665 1,232

長期前払費用 2,566 1,997

繰延税金資産 9,638 9,033

その他 1,225 1,180

貸倒引当金 △200 △207

投資その他の資産合計 41,882 36,815

固定資産合計 105,751 100,953

資産合計 232,826 213,960

負債の部   

流動負債   

支払手形 983 871

買掛金 35,303 31,457

短期借入金 10,107 15,935

1年内返済予定の長期借入金 93 150

1年内償還予定の社債 15,000 10,000

リース債務 － 393

未払金 10,988 10,034

未払費用 642 530

未払法人税等 － 1,105

前受金 1,803 966

預り金 1,677 1,600

賞与引当金 3,130 2,572

役員賞与引当金 197 184

設備関係支払手形 25 28

その他 5 343

流動負債合計 79,959 76,175

固定負債   

社債 20,000 10,000

長期借入金 456 306

リース債務 － 455

長期未払金 463 463

長期預り金 6,205 5,871

退職給付引当金 13,999 10,945

固定負債合計 41,124 28,041

負債合計 121,084 104,217

(株)島津製作所(7701)　平成21年３月期　決算短信
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(単位：百万円)

前   期 
(平成20年３月31日) 

当   期 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,648 26,648

資本剰余金   

資本準備金 35,188 35,188

資本剰余金合計 35,188 35,188

利益剰余金   

利益準備金 4,206 4,206

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 455 455

別途積立金 24,330 24,330

繰越利益剰余金 18,245 17,961

利益剰余金合計 47,237 46,953

自己株式 △536 △623

株主資本合計 108,538 108,166

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,203 1,576

評価・換算差額等合計 3,203 1,576

純資産合計 111,741 109,742

負債純資産合計 232,826 213,960

(株)島津製作所(7701)　平成21年３月期　決算短信
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(２)損益計算書 

(単位：百万円)

前   期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当   期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 171,096 159,074

売上原価 116,654 111,048

売上総利益 54,442 48,025

販売費及び一般管理費 44,523 43,822

営業利益 9,918 4,203

営業外収益   

受取利息 109 95

受取配当金 2,302 2,765

受取賃貸料 997 839

その他 1,102 444

営業外収益合計 4,511 4,144

営業外費用   

支払利息 163 159

社債利息 292 223

為替差損 1,603 631

たな卸資産処分損 1,188 －

賃貸費用 681 742

その他 1,769 1,726

営業外費用合計 5,699 3,483

経常利益 8,730 4,864

特別利益   

退職給付信託設定益 － 1,450

投資有価証券売却益 － 13

固定資産売却益 － 1

子会社清算益 246 －

特別利益合計 247 1,465

特別損失   

たな卸資産評価損 － 1,485

投資有価証券評価損 6 1,270

固定資産処分損 442 234

環境対策費 － 37

特別損失合計 448 3,027

税引前当期純利益 8,528 3,302

法人税、住民税及び事業税 △1,139 △560

法人税等調整額 3,632 1,342

法人税等合計 2,493 782

当期純利益 6,035 2,520
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(３)株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前   期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当   期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 26,648 26,648

当期末残高 26,648 26,648

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 35,188 35,188

当期末残高 35,188 35,188

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 4,206 4,206

当期末残高 4,206 4,206

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 455 455

当期末残高 455 455

別途積立金   

前期末残高 24,330 24,330

当期末残高 24,330 24,330

繰越利益剰余金   

前期末残高 14,719 18,245

当期変動額   

剰余金の配当 △2,509 △2,804

当期純利益 6,035 2,520

当期変動額合計 3,526 △283

当期末残高 18,245 17,961

利益剰余金合計   

前期末残高 43,710 47,237

当期変動額   

剰余金の配当 △2,509 △2,804

当期純利益 6,035 2,520

当期変動額合計 3,526 △283

当期末残高 47,237 46,953

自己株式   

前期末残高 △419 △536

当期変動額   

自己株式の取得 △116 △87

当期変動額合計 △116 △87

当期末残高 △536 △623

株主資本合計   

前期末残高 105,129 108,538

当期変動額   

剰余金の配当 △2,509 △2,804

当期純利益 6,035 2,520

自己株式の取得 △116 △87

当期変動額合計 3,409 △371

当期末残高 108,538 108,166
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(単位：百万円)

前   期 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当   期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,410 3,203

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,207 △1,627

当期変動額合計 △2,207 △1,627

当期末残高 3,203 1,576

純資産合計   

前期末残高 110,539 111,741

当期変動額   

剰余金の配当 △2,509 △2,804

当期純利益 6,035 2,520

自己株式の取得 △116 △87

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,207 △1,627

当期変動額合計 1,201 △1,998

当期末残高 111,741 109,742
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（決算短信 別紙 1/2） 
 
役員の異動（平成 21 年 6 月 26 日予定） 
 
１．代表取締役及び代表者の異動（定時株主総会後の取締役会で決定） 

    
新 代表取締役 

取締役会長     

 
服 部 重 彦  

 
（現 代表取締役 

取締役社長） 
 
新 代表取締役 

取締役社長     

 
中 本   晃  

 
（現 専務取締役） 

 
２．その他の役員の異動 
（１）新任取締役候補者           
    

新 取締役 
         技術研究担当       吉 田  佳 一 （現 基盤技術研究所長） 
      基盤技術研究所長 
 

新 取締役 
人事、地球環境管理担当 
経営戦略室担当部長 

藤 井  浩 之 （現 執行役員 
     人事部長） 

   
 
西 原  克 年

新 取締役 
総務担当 
法務部長  

（現 執行役員 
     法務部長） 

 
新 取締役 

営業担当 
東京支社長 

徳 増  安 則 （現 執行役員 
     ｼﾏﾂﾞ ｵｲﾛｰﾊﾟ ｹﾞｰｴﾑﾍﾞｰﾊｰ 社長） 

 
（２）退任予定取締役 
 

代表取締役 
取締役会長 矢 嶋  英 敏 相談役に就任予定 

   
常務取締役 高 木  康 光 顧問（非常勤）に就任予定 
   
取締役 小野瀬  荘樹  常務執行役員に就任予定 
   
取締役 吉 田 多見男  顧問（常勤）・技監に就任予定 
 

（３）新任監査役候補者             該当事項はありません。     
    

（４）退任予定監査役               該当事項はありません。                
 
（５）役付異動（定時株主総会後の取締役会で決定） 
    

新 常務取締役 
経理担当  吉 田 由紀夫   

（現 取締役 
     経理副担当 

経理部長） 



（決算短信 別紙 2/2） 
 
なお、執行役員の異動は次のとおり（平成 21 年 6 月 26 日予定） 
（定時株主総会後の取締役会で決定） 
 
１．新たに選任する執行役員 

 
新 常務執行役員 

内部統制担当 
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ副担当     

 
小野瀬  荘 樹  

 
（現 取締役 

総務、地球環境管理担当 
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ副担当 
法務部専門部長） 

 
新 執行役員 

島津(香港)有限公司 社長  

 
古 沢  宏 二  

 
（現 島津(香港)有限公司 社長） 

 
２．退任する執行役員 
   

常務執行役員 
製造副担当 
民生品部、CS 統括部担当 
生産支援本部長 

瀧 本  慎 吾 顧問（非常勤）に就任予定 

 
３．執行役員の異動 
       

新 上席執行役員                            （現 執行役員 
         ｼﾏﾂﾞ (ｴｲｼｱ) ﾊﾟｼﾌｨｯｸ       岸 田  継 夫       ｼﾏﾂﾞ (ｴｲｼｱ) ﾊﾟｼﾌｨｯｸ          
         ﾌﾟﾗｲﾍﾞｲﾄ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 社長                         ﾌﾟﾗｲﾍﾞｲﾄ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 社長）                      
 
 
       

                                                            
以  上 
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