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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 45,114 △24.7 △485 ― △359 ― 342 △87.8

21年3月期第1四半期 59,944 ― 3,268 ― 3,817 ― 2,803 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 1.16 ―

21年3月期第1四半期 9.50 ―

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

22年3月期第1四半期 274,212 149,236 54.3 504.33
21年3月期 281,155 147,306 52.3 497.83

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  148,823百万円 21年3月期  146,910百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

21年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

115,000 △16.0 3,000 △75.1 2,600 △78.1 1,900 △75.9 6.44

通期 250,000 △8.4 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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年５月12日に公表しました第２四半期連結累計期間・通期の連結業績予想は、本資料において修正しています。 
２．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、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 296,070,227株 21年3月期  296,070,227株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  981,329株 21年3月期  970,422株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 295,093,837株 21年3月期第1四半期 295,196,973株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出や生産など一部に持ち直しの動きがみられるものの、世界的       

な景気後退や円高などの影響を受けて、企業収益は悪化しており、民間設備投資の大幅な減少や雇用情勢の急速       

な悪化など、景気は厳しい状況が続きました。海外においては、中国では内需拡大策の効果もあり景気は持ち直       

しつつあるものの、米国および欧州などでは景気は後退しました。 

このような情勢のもと、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・       

プロセス改革を進めています。また、当期は新たな経済環境への対応として、損益構造改善のための緊急施策を       

実施しています。 

しかしながら、昨年来の国内外での需要の激減や急速な円高の進行等により、当第１四半期連結累計期間の業       

績につきましては、売上高は 451 億１千４百万円（前年同期比 24.7％減）となり、営業損失は４億８千５百万       

円、経常損失は３億５千９百万円、四半期純利益は３億４千２百万円（同 87.8％減）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、第２四半期、第４四半期に集中する傾向にあります。 

 

事業別の状況はつぎのとおりです。 

 

Ⅰ．計測機器事業 

国内市場は民間設備投資や研究開発需要の前期後半からの減少傾向が続き、官公需は堅調であったものの、       

全体的に低迷しました。質量分析計は売上が増加しましたが、クロマトグラフ、表面組成分析機器、材料試験       

機などの売上が減少しました。 

海外市場につきましては、欧州やアジアなどで前期後半からの需要の落ち込みが続き、売上は減少しました。       

中国では引き続き堅調な食品の安全や環境関連の需要向けを中心に高速液体クロマトグラフ、光分析装置、質       

量分析計などの売上が増加しましたが、前期に活発であった環境測定機器、表面組成分析機器などが減少しま       

した。 

この結果、当事業の売上高は 240 億３千４百万円(前年同期比 24.8％減)、営業利益は 15 億３千２百万円(同      

59.7％減)となりました。 

 

Ⅱ．医用機器事業 

国内市場は、医用画像診断機器の市況が低調であった前期と比べ改善傾向となり、診断用Ｘ線装置などⅩ線       

機種を中心に売上が増加しました。 

海外市場につきましては、北米やアジアなどで前期後半からの減速傾向が続き、売上は減少しました。 

この結果、当事業の売上高は 97 億６千７百万円(前年同期比 7.7％減)、営業損失は１億７千１百万円とな       

りました。 

 

Ⅲ．航空・産業機器事業 

航空機器は、国内市場では防衛需要の減少により、また海外市場につきましては、民間航空機需要の減少に       

より、売上が減少しました。 

産業機器は、国内市場では太陽電池成膜装置は投資計画の先送りが目立ち、ターボ分子ポンプ、油圧機器な       

どは市況の低迷が続き、売上は大きく減少しました。海外市場につきましては、前期後半からの需要の落ち込       

みが続き、売上は大きく減少しました。 

この結果、当事業全体の売上高は 100 億９百万円（前年同期比 36.5％減）となり、営業利益は２億２千２       

百万円（同 82.2％減）となりました。 
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Ⅳ．その他の事業 

当事業の売上高は 13 億２百万円（前年同期比 19.6％減）となり、営業利益は２億９千７百万円（同 35.4％       

減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が 163 億６千３百万円減少       

し、商品及び製品が 44 億７千４百万円、仕掛品が 11 億１千８百万円、原材料及び貯蔵品が 12 億７千９百万       

円、投資有価証券が 20 億１千６百万円それぞれ増加したことなどにより、総資産は 69 億４千３百万円減少し、       

2,742 億１千２百万円となりました。純資産は 1,492 億３千６百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、在庫調整の進展や輸出・生産の持ち直しの動きがあるものの、依然として景気       

は厳しい状況にあり、世界経済の先行きや為替の動向など、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、当期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。 

連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間における業績の進捗状況および上記のような事業を       

取り巻く不透明な状況を勘案し、平成 21 年５月 12 日に公表しました予想を見直しております。 

 平成 22 年 3月期連結業績予想                                    (単位：百万円) 

 
第２四半期 

連結累計期間予想 
（参考） 通期予想  （参考）

  
対前年同四半期

増減率 
前回公表時  

対 前 期 

増 減 率 
前回公表時

売 上 高 115,000 △ 16.0% 120,000 250,000 △  8.4% 255,000

営 業 利 益 3,000 △ 75.1% 4,000 12,000 △ 38.8% 12,000

経 常 利 益 2,600 △ 78.1% 3,600 10,500 △ 40.8% 10,500

当 期 純 利 益 1,900 △ 75.9% 2,400 6,900 △ 19.2% 6,900
 

※上記の業績予想は、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。その要因の主なものは、主要市場(日本、欧米およ       

びアジア等)の経済状況、製品需給の変動および為替相場の変動などであります。 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

（2） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（3） 四半期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 

該当事項はありません。 



５.四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,565 24,494

受取手形及び売掛金 62,887 79,250

商品及び製品 38,218 33,744

仕掛品 22,042 20,923

原材料及び貯蔵品 15,345 14,065

繰延税金資産 6,890 6,555

その他 3,241 3,196

貸倒引当金 △1,008 △1,007

流動資産合計 173,182 181,224

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 66,457 65,114

減価償却累計額 △33,220 △32,700

建物及び構築物（純額） 33,237 32,413

機械装置及び運搬具 20,006 19,482

減価償却累計額 △14,116 △13,564

機械装置及び運搬具（純額） 5,890 5,917

土地 18,834 18,808

リース資産 5,177 5,323

減価償却累計額 △3,089 △3,132

リース資産（純額） 2,087 2,191

建設仮勘定 952 1,321

その他 26,624 26,637

減価償却累計額 △20,054 △19,681

その他（純額） 6,569 6,955

有形固定資産合計 67,570 67,608

無形固定資産 6,415 6,538

投資その他の資産   

投資有価証券 9,792 7,776

長期貸付金 1,438 1,465

繰延税金資産 11,037 11,598

その他 5,002 5,135

貸倒引当金 △227 △190

投資その他の資産合計 27,043 25,784

固定資産合計 101,029 99,931

資産合計 274,212 281,155
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 

(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 37,447 45,754

短期借入金 13,508 12,520

1年内償還予定の社債 － 10,000

リース債務 992 1,039

未払金 8,346 9,442

未払法人税等 639 2,239

賞与引当金 1,894 5,186

役員賞与引当金 117 309

その他 14,969 9,939

流動負債合計 77,916 96,429

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 12,044 2,120

リース債務 1,256 1,328

退職給付引当金 16,844 16,827

役員退職慰労引当金 266 264

その他 6,648 6,879

固定負債合計 47,059 37,419

負債合計 124,976 133,849

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 92,656 93,641

自己株式 △630 △623

株主資本合計 153,862 154,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,809 1,586

為替換算調整勘定 △7,849 △9,530

評価・換算差額等合計 △5,039 △7,944

少数株主持分 412 395

純資産合計 149,236 147,306

負債純資産合計 274,212 281,155
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(2)四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 59,944 45,114

売上原価 36,466 27,444

売上総利益 23,477 17,670

販売費及び一般管理費 20,209 18,155

営業利益又は営業損失（△） 3,268 △485

営業外収益   

受取利息 55 22

受取配当金 115 67

受取保険金 82 25

受取賃貸料 38 50

為替差益 676 －

その他 180 340

営業外収益合計 1,148 506

営業外費用   

支払利息 123 167

為替差損 － 43

その他 476 169

営業外費用合計 599 381

経常利益又は経常損失（△） 3,817 △359

特別利益   

固定資産売却益 1 7

退職給付信託設定益 1,450 －

特別利益合計 1,452 7

特別損失   

投資有価証券評価損 1 10

固定資産処分損 5 6

たな卸資産評価損 1,752 －

特別損失合計 1,760 17

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3,510 △369

法人税、住民税及び事業税 414 191

過年度法人税等戻入額 － △389

法人税等調整額 292 △514

法人税等合計 706 △712

四半期純利益 2,803 342
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
（ 自 平成20年４月１日 

     至 平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

    至 平成21年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,510 △369

減価償却費 2,022 1,990

貸倒引当金の増減額（△は減少） 103 21

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,356 △3,291

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △202 △191

退職給付引当金の増減額（△は減少） △138 △5

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 △171 △90

支払利息 123 167

為替差損益（△は益） △23 8

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1 10

有形固定資産除売却損益（△は益） 3 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,451 17,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,345 △5,531

仕入債務の増減額（△は減少） △198 △9,134

その他 750 △250

小計 2,079 561

利息及び配当金の受取額 173 92

利息の支払額 △229 △160

法人税等の支払額 △1,380 △1,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 642 △1,038

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 52 －

固定資産の取得による支出 △3,357 △1,489

固定資産の売却による収入 174 48

投資有価証券の取得による支出 △101 －

貸付けによる支出 △494 △3

貸付金の回収による収入 20 33

その他 △97 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,802 △1,453
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
（ 自 平成20年４月１日 

     至 平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

    至 平成21年６月30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 5,287 1,292

短期借入金の返済による支出 △427 △431

長期借入れによる収入 90 10,000

長期借入金の返済による支出 △702 △222

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 4,000 4,000

社債の償還による支出 △15,000 △10,000

配当金の支払額 △1,419 △1,330

少数株主への配当金の支払額 △4 △11

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △318 △286

その他 △16 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,510 3,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 △992 514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,661 1,025

現金及び現金同等物の期首残高 35,077 23,673

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 503 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,918 24,699
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(株)島津製作所（7701）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

 （4） 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

 （5） セグメント情報

　 1）事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日） （単位：百万円）

航空・産業
機      器 全 社

(１) 31,963 10,586 15,773 1,620 59,944 － 59,944

(２) 17 － 14 237 269 ( 269 ) －

31,980 10,587 15,787 1,857 60,213 ( 269 ) 59,944

3,803 271 1,248 459 5,782 ( 2,514 ) 3,268

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日） （単位：百万円）

航空・産業
機      器 全 社

(１) 24,034 9,767 10,009 1,302 45,114 － 45,114

(２) 110 － 20 189 319 ( 319 ) －

24,144 9,767 10,029 1,491 45,433 ( 319 ) 45,114

1,532 △  171 222 297 1,880 ( 2,365 ) △  485

　 2）海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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

 （6） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

46.7%

59,944

6,359 5,215 16,415 27,990

10.6% 8.7%

ア ジ ア             セグメント
  項    目

米 州 欧 州

27.4%

10.3% 8.1% 24.6% 43.0%

計測機器
                    セグメント
   項    目

売 上 高

45,114

計
オ セ ア ニ ア

4,630 3,635 11,117 19,382

営 業 利 益

連 結計
消去又は

その他医用機器

計

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

連 結

売 上 高

                    セグメント
   項    目

計測機器 医用機器 その他

営業利益又は営業損失(△)

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高

計

             セグメント
  項    目

計
オ セ ア ニ ア

米 州 欧 州
ア ジ ア
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