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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 158,512 △19.8 3,036 △79.3 2,825 △78.6 1,732 △74.9

21年3月期第3四半期 197,729 ― 14,644 ― 13,223 ― 6,892 ―

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3四半期 5.87 ―

21年3月期第3四半期 23.35 ―

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3四半期 277,122 147,845 53.3 500.34
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3四半期  147,637百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 3.50 ―

22年3月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 240,000 △12.0 9,000 △54.1 7,800 △56.0 4,500 △47.3 15.25
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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11月10日に公表した通期の業績予想を変更していません。 
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3四半期 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3四半期  992,926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3四半期 295,087,037株 21年3月期第3四半期 295,165,100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３四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出、生産、個人消費などに持ち直しの動きがみられるものの、      

厳しい雇用情勢や民間設備投資の回復の遅れなど、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回復しており、米国および欧州では失業率が高水準であるなど引き続き深刻な状      

況にありましたが、経済対策の効果もあり、景気は緩やかに持ち直しつつあります。 

このような情勢のもとで当社グループは、当期は新たな経済環境への対応として、利益の確保を目指し、売上      

規模の維持と総コスト削減の緊急施策を実施しています。同時に、「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。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、国内外での需要の激減や急速な円高の進行等に      

より、売上高は 1,585 億１千２百万円（前年同期比 19.8％減）となり、営業利益は 30 億３千６百万円（同 79.3％      

減）、経常利益は 28 億２千５百万円（同 78.6％減）、四半期純利益は 17 億３千２百万円（同 74.9％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 

国内市場では、官公需は補正予算関連が活発でしたが、民需は景気後退の影響が続いており下げ止まりの兆      

しが見えるものの、輸送機・金属・化学分野での設備投資抑制、研究開発投資抑制の動きが継続し、全体とし      

て売上は低調に推移しました。主力の液体クロマトグラフは、全体として減少しましたが、製薬・食品分野な      

ど一部で回復が見られます。質量分析計は、民需が低迷するなか補正予算関連で官公需は好調であったため、      

全体として増加しました。ガスクロマトグラフは石油・化学分野などで、また、材料試験機、非破壊検査機器、      

表面・組成分析機器は自動車・電機・金属分野で設備投資抑制の影響が続いており、落ち込みました。 

海外市場につきましては、中国では全体として売上が減少したものの、政府の積極的な公共投資の継続によ      

り、食品安全分野を中心に液体クロマトグラフ、ガスクロマトグラフが拡大基調で推移しました。米国、欧州、      

中国以外のアジア地域では景気減速の影響が大きく、市況の回復が遅れており、低調に推移しました。 

この結果、当事業の売上高は 863 億２千７百万円（前年同期比 19.6％減）、営業利益は 77 億８千８百万円      

(同 45.3％減)となりました。 

 

Ⅱ．医用機器事業 

国内市場では、国公立・大学病院は需要が回復してきており、直接変換方式フラットパネル検出器（ＦＰＤ）      

搭載の診断用Ｘ線装置は堅調に推移しましたが、民間病院は厳しい経営環境が継続しており、全体として売上      

は微減となりました。 

海外市場につきましては、米国では医療制度改革に伴う買い控えの影響もあり、市況が厳しく低調でした。      

一方、中国では政府の医療制度改革の施策に基づく医療体制の整備と医療保険制度の改革で、病院の活発な設      

備投資が継続しており、売上が増加しました。ロシアを除く欧州では売上は回復傾向にありました。また、中      

南米でも堅調な需要に支えられ、売上が増加しました。 

この結果、当事業の売上高は 345 億９千４百万円（前年同期比 6.0％減）、営業利益は５億６千８百万円(同      

57.6％減)となりました。 
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Ⅲ．航空・産業機器事業 

航空機器は、国内市場では、防衛省向け主要戦闘機近代化改修などの売上が増加しましたが、次期固定翼哨      

戒機（ＸＰ－１）、次期大型輸送機（Ｃ－Ｘ）の試作機製品納入が前期で完了したことなどにより、全体では      

減少となりました。海外市場につきましても、民間航空機需要の急減速により、売上は大きく減少しました。 

産業機器では、ターボ分子ポンプは売上が減少したものの、昨年 10 月以降、半導体製造装置および液晶製造      

装置向けを中心に市況が大きく回復しました。太陽電池成膜装置は、前期に大幅に増加した海外市場向けの売      

上は減少しましたが、国内市場向けの売上はほぼ横ばいに推移しました。油圧機器は、主な需要先である建設      

機械や産業車両メーカーの在庫圧縮や生産調整のため、上半期に売上が大きく減少しましたが、一部産業車両      

メーカー向けで回復してきました。 

この結果、当事業全体の売上高は 337 億２千５百万円（前年同期比 31.4％減）となり、営業利益は８億２      

千８百万円（同 83.4％減）となりました。 

 

Ⅳ．その他の事業 

当事業の売上高は 38 億６千４百万円（前年同期比 11.8％減）となり、営業利益は 11 億４千２百万円（同      

9.6％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３四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 100 億５千６百万円減少      

し、仕掛品が 34 億２千１百万円、建物及び構築物(純額)が 11 億３千１百万円、投資有価証券が 14 億６千２百      

万円それぞれ増加したことなどにより、総資産は 40 億３千２百万円減少し、2,771 億２千２百万円となりまし      

た。純資産は 1,478 億４千５百万円となりました。 

 

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、設備投資や雇用情勢など依然として内外の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引き続き不透明な状況にありますが、各国の経済対策の効果      

もあり、景気回復の兆候が現れてきています。 

このような経営環境のもとで当社グループは、当期は新たな経済環境への対応期間と位置付け、総コスト削     

減の緊急施策の取り組みを更に徹底して推し進め、利益確保を図ります。また、補正予算など公共投資・財政     

出動への注力、中国のボリュームゾーン市場に向けた新製品の投入など成長する新興国市場での業容拡大、サ     

ービス事業の推進、安全安心・環境・クリーンエネルギーなどに関わる成長分野での事業の伸張に取り組み、     

売上規模の拡大を図ってまいります。 

さらに、〝お客様の「これから」のために －もっと変えよう もっと変わろう－〟をスローガンとして、マ      

ーケティング力の更なる強化、次世代医療など新分野への事業展開、開発・生産・営業・サービス・物流の各面      

にわたる機能・プロセス改革を推進し、景気回復後の成長軌道にいち早く回帰するための強力な事業基盤を粘り      

強く着実に築いてまいります。 
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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) 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 25,051 24,494

受取手形及び売掛金 69,194 79,250

商品及び製品 32,215 33,744

仕掛品 24,345 20,923

原材料及び貯蔵品 15,047 14,065

繰延税金資産 6,596 6,555

その他 5,088 3,196

貸倒引当金 △1,015 △1,007

流動資産合計 176,524 181,224

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 67,601 65,114

減価償却累計額 △34,056 △32,700

建物及び構築物（純額） 33,545 32,413

機械装置及び運搬具 19,984 19,482

減価償却累計額 △14,583 △13,564

機械装置及び運搬具（純額） 5,400 5,917

土地 18,817 18,808

リース資産 4,756 5,323

減価償却累計額 △2,992 △3,132

リース資産（純額） 1,763 2,191

建設仮勘定 2,180 1,321

その他 27,260 26,637

減価償却累計額 △20,739 △19,681

その他（純額） 6,520 6,955

有形固定資産合計 68,227 67,608

無形固定資産 6,165 6,538

投資その他の資産   

投資有価証券 9,238 7,776

長期貸付金 1,304 1,465

繰延税金資産 10,948 11,598

その他 5,011 5,135

貸倒引当金 △298 △190

投資その他の資産合計 26,205 25,784

固定資産合計 100,598 99,931

資産合計 277,122 281,155
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 38,794 45,754

短期借入金 14,549 12,520

1年内償還予定の社債 － 10,000

リース債務 849 1,039

未払金 9,494 9,442

未払法人税等 548 2,239

賞与引当金 1,924 5,186

役員賞与引当金 152 309

その他 16,902 9,939

流動負債合計 83,215 96,429

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 12,346 2,120

リース債務 1,036 1,328

退職給付引当金 16,101 16,827

役員退職慰労引当金 270 264

その他 6,306 6,879

固定負債合計 46,061 37,419

負債合計 129,276 133,849

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 93,013 93,641

自己株式 △638 △623

株主資本合計 154,212 154,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,505 1,586

為替換算調整勘定 △9,080 △9,530

評価・換算差額等合計 △6,574 △7,944

少数株主持分 207 395

純資産合計 147,845 147,306

負債純資産合計 277,122 281,155
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(2)四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

売上高 197,729 158,512

売上原価 120,098 99,195

売上総利益 77,631 59,316

販売費及び一般管理費 62,986 56,279

営業利益 14,644 3,036

営業外収益   

受取利息 168 74

受取配当金 178 109

受取保険金 183 118

受取賃貸料 114 139

その他 447 715

営業外収益合計 1,092 1,157

営業外費用   

支払利息 378 386

為替差損 1,046 323

その他 1,088 658

営業外費用合計 2,513 1,368

経常利益 13,223 2,825

特別利益   

固定資産売却益 20 17

退職給付信託設定益 1,450 －

投資有価証券売却益 13 －

特別利益合計 1,484 17

特別損失   

固定資産処分損 110 103

投資有価証券売却損 － 40

投資有価証券評価損 1,079 12

たな卸資産評価損 1,752 －

特別損失合計 2,943 157

税金等調整前四半期純利益 11,764 2,685

法人税、住民税及び事業税 2,576 1,302

過年度法人税等戻入額 － △389

法人税等調整額 2,284 32

法人税等合計 4,860 945

少数株主利益 11 7

四半期純利益 6,892 1,732
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 11,764 2,685

減価償却費 6,317 6,181

貸倒引当金の増減額（△は減少） 251 106

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,049 △3,261

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △88 △156

退職給付引当金の増減額（△は減少） △647 △757

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 △346 △184

支払利息 378 386

為替差損益（△は益） 33 20

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,067 53

有形固定資産除売却損益（△は益） 90 86

売上債権の増減額（△は増加） 5,045 10,455

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,188 △2,429

仕入債務の増減額（△は減少） 2,535 △7,330

その他 2,615 △2,353

小計 8,327 3,502

利息及び配当金の受取額 351 186

利息の支払額 △468 △375

法人税等の支払額 △3,292 △3,594

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,917 △280

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 132 －

固定資産の取得による支出 △6,744 △4,819

固定資産の売却による収入 118 172

投資有価証券の取得による支出 △153 △2

投資有価証券の売却による収入 26 9

子会社出資金の取得による支出 － △193

貸付けによる支出 △595 △8

貸付金の回収による収入 77 71

その他 △99 △275

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,237 △5,045
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 11,897 3,833

短期借入金の返済による支出 △518 △1,538

長期借入れによる収入 407 10,789

長期借入金の返済による支出 △1,351 △924

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 4,000 11,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △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 △2,806 △2,361

少数株主への配当金の支払額 △4 △11

預り保証金の返還による支出 △333 △333

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,006 △857

その他 △80 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,794 5,581

現金及び現金同等物に係る換算差額 △905 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,019 281

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 23,560 23,955
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 （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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日） （単位：百万円）

航空・産業
機      器 全 社

(１) 107,400 36,786 49,161 4,381 197,729 － 197,729

(２) 63 10 55 756 885 ( 885 ) －

107,463 36,797 49,216 5,137 198,614 ( 885 ) 197,729

14,246 1,341 4,978 1,264 21,830 ( 7,186 ) 14,644

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日） （単位：百万円）

航空・産業
機      器 全 社

(１) 86,327 34,594 33,725 3,864 158,512 － 158,512

(２) 177 2 61 591 833 ( 833 ) －

86,504 34,596 33,786 4,456 159,345 ( 833 ) 158,512

7,788 568 828 1,142 10,328 ( 7,292 ) 3,036

　 2）海外売上高

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12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

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12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

 （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。

             セグメント
  項    目

計
オ セ ア ニ ア

米 州 欧 州
ア ジ ア

営 業 利 益

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高

計

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

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

計測機器
                    セグメント
   項    目

売 上 高

158,512

計
オ セ ア ニ ア

15,245 11,838 37,906 64,990

9.6% 7.5% 23.9% 41.0%

ア ジ ア             セグメント
  項    目

米 州 欧 州

43.8%

197,729

20,951 16,492 49,193 86,636

10.6% 8.3% 24.9%
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