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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 238,255 △12.7 10,294 △47.5 9,816 △44.6 6,130 △28.2

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 20.77 ― 4.1 3.5 4.3
21年3月期 28.92 ― 5.7 6.1 7.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 284,104 153,139 53.8 518.27
21年3月期 281,155 147,306 52.3 497.83

（参考） 自己資本   22年3月期  152,923百万円 21年3月期  146,910百万円

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

22年3月期 13,756 △7,675 △1,754 28,242
21年3月期 12,923 △10,441 △11,757 23,673

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00 2,656 31.1 1.8
22年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 2,065 33.7 1.4

23年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 29.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

115,000 9.1 4,000 98.5 3,500 85.2 2,000 66.9 6.78

通期 250,000 4.9 14,000 36.0 12,500 27.3 8,000 30.5 27.11
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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） 

(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、20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 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 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  1,005,605株 21年3月期  970,422株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 141,887 △10.8 △704 ― 328 △93.2 1,318 △47.7

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

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

22年3月期 4.47 ―

21年3月期 8.54 ―

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 216,069 109,900 50.9 372.46
21年3月期 213,960 109,742 51.3 371.88

（参考） 自己資本 22年3月期  109,900百万円 21年3月期  109,742百万円

※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、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が、海外経       

済の改善や景気対策の効果などを背景に、輸出、生産、個人消費などに持ち直しの動きがみられます。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きています。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期間と位置付け、利益の確保を目指       

し、売上規模の維持に努めるとともに、総コスト削減の緊急施策を実施しました。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、マーケティング力の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きました。 

当期の業績につきましては、期の後半から回復基調に転じましたが、期全体としては国内外での需要の減少や       

円高の影響等もあり、売上高は 2,382 億５千５百万円(前期比 12.7％減) となり、営業利益は 102 億９千４百万       

円(同 47.5％減)、経常利益は 98 億１千６百万円(同 44.6％減) 、当期純利益は 61 億３千万円(同 28.2％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、日本では医用機器、航空機器は堅調に推移しましたが、計測機器、産業       

機器などの需要が減少し、売上高は 1,622 億１千９百万円(前期比 10.3％減)、営業利益は 136 億１千５百万円       

(同 32.5％減)となりました。 

米州では、計測機器、航空機器などの需要が減少し、売上高は 171 億 1 百万円(前期比 28.1％減)、営業利益は      

10 億１千４百万円(同 56.5％減)となりました。 

欧州では、計測機器、医用機器などの需要が減少し、売上高は 169 億２千１百万円(前期比 21.8％減)、営業利       

益は８億２千３百万円(同 40.5％減)となりました。 

アジア・オセアニアでは、医用機器は中国を中心に堅調に推移しましたが、計測機器、産業機器の需要が減少       

し、売上高は 420 億１千１百万円(前期比 10.0％減)、営業利益は 35 億６千９百万円(同 9.7％減)となりました。 
 
 

【事業区分別の販売状況】 

  Ⅰ．計測機器事業 

平成 20 年秋以降景気が急速に減退した国内市場は、需要減少の影響が尾を引き売上は減少しました。需要は平       

成 21 年度前半を底に緩やかな回復基調となり、期の後半には補正予算等により、官庁大学市場で高性能な質量分       

析装置や表面分析機器などの需要が活発となりました。民間市場でも環境や新エネルギー関連など投資の活発な       

分野があり、また海外市況の回復に伴い生産が回復してきている企業や生産増を見越して設備投資に向かう企業       

などの動きが出てきました。 

 海外市場は、期の前半の市況回復の遅れや期を通じての円高基調などの影響もあり、全体として売上は減少し       

ました。製薬分野の市場規模が大きい欧米やインドでは、主力の液体クロマトグラフや質量分析装置の売上が減       

少するなど低調に推移しました。中国では全体の売上は減少しましたが、政府の積極的な投資により、製薬、食       

品安全分野においては液体クロマトグラフやガスクロマトグラフが拡大基調で推移しました。期の後半からは、       

各地域とも市況は回復に向かいました。 

この結果、当事業の売上高は 1,344 億７百万円(前期比 11.8％減)、営業利益は 170 億２千２百万円(同 19.6％       

減)となりました。 
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  Ⅱ．医用機器事業 

国内市場は、民間病院では、厳しい経営環境が継続しており、改善の兆しが見えませんでしたが、国公立・大       

学病院では、前年の診療報酬改定の影響による低迷から需要が回復し、また補正予算の効果もあり、国内市場全       

体の売上は増加しました。 

 海外市場は、全体としての売上は減少しました。米国では、景気後退と医療保険制度改革に伴う買い控えの影       

響により、病院の設備投資は低調でしたが、回診用Ｘ線診断装置で回復傾向がみられました。一方、中国では、       

政府の新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がスタートして、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。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 504 億８千３百万円(前期比 1.1％減)、営業利益は 12 億５千９百万円(同 7.0％       

増)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、防衛省向け次期固定翼哨戒機（ＸＰ－１）と次期大型輸送機(ＸＣ－２)の試作機      

製品納入が前期で完了したことなどにより売上の谷間でしたが、主要戦闘機（Ｆ－１５）近代化改修などで売上       

が増加したことにより、全体の売上は微増となりました。海外市場は民間航空機需要の急速な減退により、売上       

は大幅に減少しました。 

 産業機器では、期の前半は、世界的な景気悪化のため、半導体市況は低迷し、ターボ分子ポンプの需要は低調       

でした。太陽光発電市場も欧州を中心とした海外市場が一時的に縮小したため、太陽電池成膜装置の需要は減少      

しました。期の後半には、半導体市況が急速に回復し、また液晶市場向けの需要も再び拡大してきたことから、       

ターボ分子ポンプの売上は期の前半に比べて倍増となりました。太陽電池成膜装置は、海外市場では売上は減少       

しましたが、国内市場は回復基調にあります。油圧機器は、平成 21 年前半まではほとんどの需要分野において低       

迷していましたが、同年後半以降は、建設機械・産業車両向けを中心に、徐々に回復しました。 

この結果、当事業全体の売上高は 477 億９千５百万円（前期比 24.3％減）となり、営業利益は３億４千万円（同      

93.0％減）となりました。 

 

  Ⅳ．その他の事業 

当事業の売上高は 55 億６千８百万円（前期比 11.0％減）となり、営業利益は 14 億５千１百万円（同 17.3％       

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、設備投資や雇用情勢など依然として国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るものの、各国の経済対策の効       

果もあり、景気は回復傾向が続くものと見込まれます。 

このような経営環境のもとで当社グループは、新年度を成長軌道に回帰する年と位置付け、中国など新興国市       

場での業容拡大、アフターマーケット事業の拡大、高い付加価値や卓越したコストパフォーマンスを実現した製       

品の投入など、成長に向けた施策を積極的に進めていきます。 

 

また、開発・製造の現地化を進めるなど、グローバル事業体制の強化にも取り組んでまいります。特に、引き      

続き高い経済成長が予想される中国については、開発・製造・販売・サービスの体制の更なる強化を進めていき       

ます。 
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また同時に緊急施策で実施した総コスト削減による筋肉質の収益体質を維持し、収益力の一層の向上に努めて       

いきます。〝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－〟をスローガンに、景気回       

復の波をいち早く捉えて、成長軌道への回帰を目指します。 

 

計測機器事業では、国内市場は、景況感の改善に伴い設備投資抑制の緩和が進み、全般的な需要回復が予想さ       

れます。官公需では平成 21 年度ほどではないものの補正予算関連の需要が見込まれ、民需では環境や新エネルギ       

ー・新素材など投資の活発な分野があります。また、輸送機関連の需要も戻り始め、医薬分野での研究開発投資       

は堅調に推移するものと予想されます。このような分野におけるニーズに応えて、新製品の超高速液体クロマト       

グラフの投入を軸として分析・計測機器の更なる競争力強化を図っていきます。 

 海外市場は、欧州ではユーロ圏の財政不安定から先行きが不透明ですが、中国では堅調に成長を続け、米国で       

は経済対策効果が市場に浸透し、またアジアではインドにおいて製薬分野で需要が戻るなど、全般的に回復基調       

にあります。新製品により、これらの市場でのシェアを高め海外事業の拡大を図ります。また新興国市場、特に       

大規模な景気刺激策、産業振興策などの官公需が市場を牽引している中国では、裾野の大きな食品安全・環境関       

連市場などを中心に引き続き高い成長が見込まれており、現地ニーズを取込んだ製品開発を推進して、競合力の       

維持・強化を図っていきます。 

 こうした取り組みの他、分野別アプリケーション開発の強化、アフターマーケット事業の加速により、成長す       

る地域・事業領域を中心に事業の拡大を図っていきます。 

 

医用機器事業では、国内市場は、補正予算関連などで一定の官公需が期待できますが、平成 22 年度診療報酬改       

定の効果は限定的なものであると見込まれ、国内市場の見通しはやや弱含みで推移するものと予想しています。       

なお、平成 22 年度診療報酬改定に伴うデジタル撮影料の新設により、この数年間で医療機関においてデジタル撮       

影が普及すると予想されますので、これに対応する商品群の整備を急ぎます。 

 海外市場は、欧米市況が好転するとともに、中国をはじめとするアジア市場で堅調に推移するものと見込まれ       

ます。高性能ＦＰＤ搭載Ｘ線装置の拡販と新興国市場向け汎用Ｘ線装置のシェア拡大に取組んでいきます。 

 

航空・産業機器事業では、航空機器は、防衛需要や国内外の景気の影響などにより、全体として、需要はほぼ       

横ばいで推移すると予想されます。このような中でも、民間航空機は将来的に成長市場であると見込んでおり、       

エアライン向けの修理拡販等のアフターマーケット市場でのビジネスを含め、収益性を高めながら事業の拡大を       

目指します。産業機器では、半導体ならびに液晶関連市況は好調を維持するものと見込んでおり、ターボ分子ポ       

ンプについては、コストダウンや生産性改善により収益体質改善に努め、また、太陽電池成膜装置については、       

太陽光発電市場の需要増加に向けてコストパフォーマンスをさらに改善させ、売上拡大を目指します。油圧機器       

は、建設機械・産業車両・農業機械・特装車分野におけるシェア拡大により売上の増加を目指します。 

 

(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 48 億７千２百万円、受取手形及び売掛金が 38 億円それぞれ増加し、       

商品及び製品が 43 億３百万円、仕掛品が 13 億７千３百万円それぞれ減少したことなどにより、総資産は 29 億       

４千８百万円増加し、2,841 億４百万円となりました。純資産は、利益剰余金が 37 億６千９百万円増加したこと       

などにより、58 億３千３百万円増加し、 1,531 億３千９百万円となりました。 
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【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 45 億６千９百万円増加し、282 億４千２百万円となりました。       

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、137 億５千６百万円となり、前期に比べ８億３千３百万円増加しました。そ       

の主なものは、売上債権およびたな卸資産の増減による改善 80 億８千１百万円および税金等調整前当期純利益       

の減少 56 億３千３百万円であります。 

 

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 27 億６千５百万円減少し、76 億７千５百万円となりました。その       

主なものは、設備投資による支出 72 億８千１百万円であります。 

 

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 100 億３百万円減少し、17 億５千４百万円となりました。その主な       

ものは、借入による収入(純額) 120 億９千３百万円、社債の償還による支出 100 億円、配当金の支払額 23 億       

６千万円およびファイナンス・リース債務の返済による支出 11 億２千万円であります。 

 

【キャッシュ・フロー指標のトレンド】 

 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 平成22年3月期

自己資本比率（％） 46.8 48.0 49.5 52.3 53.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 79.0 102.2 89.5 66.0 77.8 

債務償還年数（年） 3.3 2.5 2.2 2.7 2.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 18.5 19.9 27.1 20.9 23.8 

（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。 
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(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４円 50 銭とさせていただきましたが、当期は１株当たり１円減       

の３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３円 50 銭とあわせて、前期よ       

り２円減の１株当たり７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４円、期末配当金４円と、年間配当金は前期      

比１円増の８円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

 

最近の有価証券報告書（平成 21 年６月 29 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      

を掲げています。 

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      

本方針としています。 

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います。 

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      

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」を図ります。 
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(３) 対処すべき課題 

平成 22 年度は３ヵ年中期経営計画の最終年度ですが、経済危機による事業環境の大きな変化から当初の売      

上・利益目標達成が困難となり、単年度の予算目標に置き換えて事業を進めることとしています。しかし、基      

本方針である成長のための「マーケティング力の強化」および「新しい分野への事業展開」と確固たる収益基      

盤の構築のための「開発・生産・営業・サービス・物流にわたる機能・プロセス改革」は継続します。 

 その上で、平成 22 年度は、景気回復の波を的確に捉え、再び成長軌道に乗せるための基礎固めを行う年とし      

て、平成 23 年度から始まる予定の新しい３ヵ年中期経営計画の策定とこれに基づく新たな事業展開につなげて      

いきます。 

 当社グループの成長には新興国市場での事業拡大が必須と考えています。特に中国においては欧米企業のみ      

ならず現地企業との競合も一段と激しくなる中で、当社としては新興国市場のニーズをしっかりと捉え、コス      

ト競争力を高めるための現地開発や現地生産をさらに拡大していきます。それによって競合に打ち勝ち、市場      

での強固な地位を確保できるよう最適なグローバル事業体制の構築に取組みます。 

  また、このたびの経済危機を境にお客様の価値観が大きく変化し、特に環境保全への関心が急速に高まって      

います。今後の当社製品の開発では消費電力の 25％以上削減を方針とし、これによってお客様の更新需要を喚      

起するとともに、競合製品に対する優位性を高めて競争力の強化に努めていきます。 

 さらに、平成 21 年度は厳しい経済環境の中で利益を確保するため、総コスト削減のための緊急施策を実施し      

ました。この成果である引き締めた利益体質を維持しつつ、さらなる抜本的な業務プロセスの効率化を行うな      

どして、事業の拡大を図っていきます。 

  

(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、経済危機による事業環境の大きな変化か      

ら当初の売上・利益目標達成が困難となり、単年度の予算目標に置き換えて事業を進めることとしています。      

しかしながら、持続的成長を図るため、中期経営計画の基本方針や重点施策は堅持していきます。 

 



４.連結財務諸表 
(１)連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前   期 
(平成21年３月31日) 

当   期 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,494 29,367

受取手形及び売掛金 79,250 83,051

商品及び製品 33,744 29,441

仕掛品 20,923 19,549

原材料及び貯蔵品 14,065 14,024

繰延税金資産 6,555 6,138

その他 3,196 3,309

貸倒引当金 △1,007 △1,103

流動資産合計 181,224 183,778

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 65,114 68,135

減価償却累計額 △32,700 △34,331

建物及び構築物（純額） 32,413 33,803

機械装置及び運搬具 19,482 19,880

減価償却累計額 △13,564 △14,723

機械装置及び運搬具（純額） 5,917 5,157

土地 18,808 18,824

リース資産 5,323 4,322

減価償却累計額 △3,132 △2,662

リース資産（純額） 2,191 1,659

建設仮勘定 1,321 1,881

その他 26,637 26,620

減価償却累計額 △19,681 △20,332

その他（純額） 6,955 6,287

有形固定資産合計 67,608 67,614

無形固定資産 6,538 6,266

投資その他の資産   

投資有価証券 7,776 9,975

長期貸付金 1,465 1,307

繰延税金資産 11,598 10,531

その他 5,135 4,904

貸倒引当金 △190 △275

投資その他の資産合計 25,784 26,444

固定資産合計 99,931 100,325

資産合計 281,155 284,104
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(単位：百万円)

前   期 
(平成21年３月31日) 

当   期 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,754 44,820

短期借入金 12,520 14,650

1年内償還予定の社債 10,000 －

リース債務 1,039 793

未払金 9,442 9,296

未払法人税等 2,239 1,405

賞与引当金 5,186 5,451

役員賞与引当金 309 182

その他 9,939 8,796

流動負債合計 96,429 85,397

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 2,120 12,196

リース債務 1,328 984

退職給付引当金 16,827 15,806

役員退職慰労引当金 264 287

その他 6,879 6,292

固定負債合計 37,419 45,567

負債合計 133,849 130,964

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 93,641 97,411

自己株式 △623 △646

株主資本合計 154,855 158,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,586 2,829

為替換算調整勘定 △9,530 △8,507

評価・換算差額等合計 △7,944 △5,678

少数株主持分 395 215

純資産合計 147,306 153,139

負債純資産合計 281,155 284,104
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(２)連結損益計算書 

(単位：百万円)

前   期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当   期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 272,833 238,255

売上原価 167,861 151,204

売上総利益 104,971 87,050

販売費及び一般管理費 85,358 76,756

営業利益 19,613 10,294

営業外収益   

受取利息 218 106

受取配当金 178 109

受取保険金 295 365

受取賃貸料 160 187

その他 749 867

営業外収益合計 1,601 1,636

営業外費用   

支払利息 523 612

為替差損 1,021 274

その他 1,937 1,228

営業外費用合計 3,482 2,115

経常利益 17,731 9,816

特別利益   

投資有価証券売却益 13 60

固定資産売却益 25 19

退職給付信託設定益 1,450 －

特別利益合計 1,489 79

特別損失   

固定資産処分損 270 253

投資有価証券売却損 － 40

投資有価証券評価損 1,320 12

たな卸資産評価損 1,752 －

退職給付制度改定損 458 －

環境対策費 196 －

特別損失合計 3,999 307

税金等調整前当期純利益 15,221 9,588

法人税、住民税及び事業税 4,913 3,128

過年度法人税等戻入額 － △389

法人税等調整額 1,746 705

法人税等合計 6,660 3,444

少数株主利益 24 13

当期純利益 8,536 6,130
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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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当   期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22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 87,574 93,641

当期変動額   

剰余金の配当 △2,804 △2,360

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 119 －

当期純利益 8,536 6,130

当期変動額合計 6,067 3,769

当期末残高 93,641 97,411

自己株式   

前期末残高 △536 △623

当期変動額   

自己株式の取得 △87 △22

当期変動額合計 △87 △22

当期末残高 △623 △646

株主資本合計   

前期末残高 148,875 154,855

当期変動額   

剰余金の配当 △2,804 △2,360

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 119 －

当期純利益 8,536 6,130

自己株式の取得 △87 △22

当期変動額合計 5,979 3,746

当期末残高 154,855 158,601
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(単位：百万円)

前   期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当   期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22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 3,211 1,586

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,625 1,242

当期変動額合計 △1,625 1,242

当期末残高 1,586 2,829

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,779 △9,530

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,751 1,022

当期変動額合計 △7,751 1,022

当期末残高 △9,530 △8,507

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,432 △7,944

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,376 2,265

当期変動額合計 △9,376 2,265

当期末残高 △7,944 △5,678

少数株主持分   

前期末残高 404 395

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 △179

当期変動額合計 △9 △179

当期末残高 395 215

純資産合計   

前期末残高 150,712 147,306

当期変動額   

剰余金の配当 △2,804 △2,360

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 119 －

当期純利益 8,536 6,130

自己株式の取得 △87 △22

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,386 2,086

当期変動額合計 △3,406 5,833

当期末残高 147,306 153,139

(株)島津製作所(7701)　平成22年３月期　決算短信
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当   期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 15,221 9,588

減価償却費 8,503 8,301

貸倒引当金の増減額（△は減少） 263 165

賞与引当金の増減額（△は減少） △747 265

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △570 △1,059

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 △396 △216

支払利息 523 612

為替差損益（△は益） 8 15

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,308 △6

有形固定資産除売却損益（△は益） 244 234

売上債権の増減額（△は増加） 3,730 △3,138

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,457 6,493

仕入債務の増減額（△は減少） △3,141 △1,459

その他 2,465 △1,704

小計 17,492 17,964

利息及び配当金の受取額 398 218

利息の支払額 △618 △577

法人税等の支払額 △4,349 △3,847

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,923 13,756

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 129 －

固定資産の取得による支出 △9,890 △7,281

固定資産の売却による収入 196 197

投資有価証券の取得による支出 △153 △206

投資有価証券の売却による収入 26 76

子会社出資金の取得による支出 － △193

貸付けによる支出 △599 △19

貸付金の回収による収入 87 82

その他 △237 △332

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,441 △7,675

(株)島津製作所(7701)　平成22年３月期　決算短信
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(単位：百万円)

前   期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当   期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 9,785 4,867

短期借入金の返済による支出 △1,475 △2,472

長期借入れによる収入 1,000 10,787

長期借入金の返済による支出 △1,540 △1,089

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 △11,000

社債の償還による支出 △15,000 △10,000

配当金の支払額 △2,805 △2,360

少数株主への配当金の支払額 △7 △11

預り保証金の返還による支出 △431 △333

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,195 △1,120

その他 △87 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,757 △1,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,631 243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,907 4,569

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期末残高 23,673 28,242

(株)島津製作所(7701)　平成22年３月期　決算短信
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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

最近の有価証券報告書(平成21年６月29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。

(７)注記事項

(開示の省略)

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。

との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等不動産に関する注記については、決算

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
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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

(平成21年４月１日～平成22年３月31日) (単位：百万円)

航空・産業
機      器 全 社

Ⅰ

(１) 134,407 50,483 47,795 5,568 238,255 － 238,255

(２) 222 5 87 849 1,165 ( 1,165 ) －

134,629 50,489 47,883 6,417 239,420 ( 1,165 ) 238,255

117,606 49,229 47,542 4,966 219,345 8,614 227,960

17,022 1,259 340 1,451 20,074 ( 9,779 ) 10,294

Ⅱ

115,178 42,532 70,463 13,822 241,997 42,106 284,104

2,939 989 2,068 486 6,484 1,817 8,301

3,082 2,483 905 191 6,663 1,945 8,608

(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す。

3.

よび管理部門に係る資産等です。

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

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

43,796百万円であり、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 40,655百万円、

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

9,360百万円、9,795百万円であり、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

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

営 業 利 益

営 業 費 用

セグメント間の内部売上高

計

連 結医用機器 その他計測機器
消去又は

計

連 結医用機器 その他計測機器
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２．所在地別セグメント情報

(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

(平成21年４月１日～平成22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) 162,219 17,101 16,921 42,011 238,255 － 238,255

(２) 30,322 5,763 1,919 2,402 40,407 ( 40,407 ) －

192,542 22,865 18,840 44,414 278,662 ( 40,407 ) 238,255

178,926 21,851 18,017 40,845 259,639 ( 31,679 ) 227,960

13,615 1,014 823 3,569 19,022 ( 8,728 ) 10,294

Ⅱ 190,573 14,725 15,057 28,224 248,581 35,522 284,104

(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す。

   4.

よび管理部門に係る資産等です。

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

43,796百万円であり、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

9,360百万円、9,795百万円であり、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 40,655百万円、

資 産

営 業 費 用

営 業 利 益

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

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

前 期

連 結計
                       セグメント
   項    目

欧 州
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３.海外売上高

前  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

当  期（平成21年４月１日～平成22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)

該当事項はありません。

21,589

9.1% 7.3%

17,423

38.4%22.0%

ア  ジ  ア

オセアニア

52,441 91,454

238,255

計
オセアニア

65,693

計

42.5%

115,958

272,833

27,610 22,654

                           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

24.1%10.1% 8.3%

米 州

6,130 

497.83 

28.92 

　　　　　（ 当  期 ）　　（ 前  期 ）

518.27 

20.77 

　　　　　（ 当  期 ）

8,536 

　　（ 前  期 ）

欧 州

アジア・オセアニア

8,536 

－ － 

295,151 295,082 

6,130 
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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21年３月31日) 

当   期 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,999 4,866

受取手形 15,833 17,461

売掛金 36,085 40,062

商品及び製品 18,010 14,475

仕掛品 17,261 16,153

原材料及び貯蔵品 9,356 8,895

前渡金 998 1,096

前払費用 5 4

繰延税金資産 2,780 3,099

関係会社短期貸付金 3,340 3,498

未収入金 2,292 1,460

その他 3,222 2,630

貸倒引当金 △179 △150

流動資産合計 113,006 113,554

固定資産   

有形固定資産   

建物 54,656 57,182

減価償却累計額 △26,447 △27,620

建物（純額） 28,209 29,562

構築物 3,496 3,731

減価償却累計額 △2,205 △2,378

構築物（純額） 1,291 1,353

機械及び装置 14,498 14,799

減価償却累計額 △10,687 △11,385

機械及び装置（純額） 3,811 3,413

車両運搬具 70 71

減価償却累計額 △47 △54

車両運搬具（純額） 22 17

工具、器具及び備品 18,570 18,281

減価償却累計額 △13,689 △14,013

工具、器具及び備品（純額） 4,881 4,268

土地 18,281 18,281

リース資産 1,891 1,440

減価償却累計額 △1,108 △877

リース資産（純額） 782 562

建設仮勘定 1,249 1,937

有形固定資産合計 58,529 59,396

(株)島津製作所(7701)　平成22年３月期　決算短信
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(単位：百万円)

前   期 
(平成21年３月31日) 

当   期 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

のれん 974 922

特許権 40 31

商標権 2 1

ソフトウエア 4,508 4,307

リース資産 50 20

その他 33 32

無形固定資産合計 5,608 5,315

投資その他の資産   

投資有価証券 7,428 9,591

関係会社株式 13,761 13,801

出資金 5 5

関係会社出資金 2,037 2,230

長期貸付金 4 4

従業員に対する長期貸付金 341 277

関係会社長期貸付金 1,232 1,114

破産更生債権等 84 136

長期前払費用 1,997 1,712

繰延税金資産 9,033 8,134

その他 1,096 1,078

貸倒引当金 △207 △283

投資その他の資産合計 36,815 37,803

固定資産合計 100,953 102,515

資産合計 213,960 216,069

負債の部   

流動負債   

支払手形 899 506

買掛金 31,457 31,721

短期借入金 15,935 20,594

1年内返済予定の長期借入金 150 153

1年内償還予定の社債 10,000 －

リース債務 393 292

未払金 10,034 9,757

未払費用 530 568

未払法人税等 1,105 97

前受金 966 1,068

預り金 1,600 1,646

賞与引当金 2,572 2,989

役員賞与引当金 184 75

その他 343 81

流動負債合計 76,175 69,552

(株)島津製作所(7701)　平成22年３月期　決算短信
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(単位：百万円)

前   期 
(平成21年３月31日) 

当   期 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 306 10,153

リース債務 455 308

長期未払金 463 206

長期預り金 5,871 5,538

退職給付引当金 10,945 10,409

固定負債合計 28,041 36,615

負債合計 104,217 106,168

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 17,961 16,919

利益剰余金合計 46,953 45,910

自己株式 △623 △646

株主資本合計 108,166 107,101

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,576 2,799

評価・換算差額等合計 1,576 2,799

純資産合計 109,742 109,900

負債純資産合計 213,960 216,069

(株)島津製作所(7701)　平成22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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当   期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

売上高 159,074 141,887

売上原価 111,048 101,902

売上総利益 48,025 39,985

販売費及び一般管理費 43,822 40,690

営業利益又は営業損失（△） 4,203 △704

営業外収益   

受取利息 95 68

受取配当金 2,765 2,063

受取賃貸料 839 853

その他 444 649

営業外収益合計 4,144 3,635

営業外費用   

支払利息 159 266

社債利息 223 128

為替差損 631 218

賃貸費用 742 801

その他 1,726 1,185

営業外費用合計 3,483 2,602

経常利益 4,864 328

特別利益   

投資有価証券売却益 13 60

退職給付信託設定益 1,450 －

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 1,465 60

特別損失   

固定資産処分損 234 209

投資有価証券売却損 － 40

投資有価証券評価損 1,270 10

たな卸資産評価損 1,485 －

環境対策費 37 －

特別損失合計 3,027 260

税引前当期純利益 3,302 127

法人税、住民税及び事業税 △560 △593

過年度法人税等戻入額 － △370

法人税等調整額 1,342 △226

法人税等合計 782 △1,190

当期純利益 2,520 1,318
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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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当   期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22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 18,245 17,961

当期変動額   

剰余金の配当 △2,804 △2,360

当期純利益 2,520 1,318

当期変動額合計 △283 △1,042

当期末残高 17,961 16,919

利益剰余金合計   

前期末残高 47,237 46,953

当期変動額   

剰余金の配当 △2,804 △2,360

当期純利益 2,520 1,318

当期変動額合計 △283 △1,042

当期末残高 46,953 45,910

自己株式   

前期末残高 △536 △623

当期変動額   

自己株式の取得 △87 △22

当期変動額合計 △87 △22

当期末残高 △623 △646
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(単位：百万円)

前   期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当   期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 108,538 108,166

当期変動額   

剰余金の配当 △2,804 △2,360

当期純利益 2,520 1,318

自己株式の取得 △87 △22

当期変動額合計 △371 △1,065

当期末残高 108,166 107,101

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,203 1,576

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,627 1,223

当期変動額合計 △1,627 1,223

当期末残高 1,576 2,799

純資産合計   

前期末残高 111,741 109,742

当期変動額   

剰余金の配当 △2,804 △2,360

当期純利益 2,520 1,318

自己株式の取得 △87 △22

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,627 1,223

当期変動額合計 △1,998 157

当期末残高 109,742 109,900
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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。

- 27 -



（決算短信 別紙） 
 
役員の異動（平成 22 年 6 月 29 日予定） 
 
１．代表者の異動                   該当事項はありません。     

 
２．その他の役員の異動 
（１）新任取締役候補者             該当事項はありません。     
    
（２）退任予定取締役 
 

専務取締役 加 藤  孝 幸 顧問（非常勤）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）新任補欠監査役候補者 
 

補欠の社外監査役（非常勤） 鈴 木    勇
（現 大日本塗料株式会社 

取締役 技術開発部門統括）

 
（６）役付異動                     該当事項はありません。                
 
 
なお、執行役員の異動は次のとおり（平成 22 年 6 月 29 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 執行役員 
秘書室長 

井 村  公 信  （現 秘書室長） 

 
２．退任する執行役員 
   

上席執行役員 
ｼﾏﾂﾞ ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 
ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ ｲﾝｸ 社長       

 西 崎     厚 
 非常勤参与を委嘱予定 
 ｼﾏﾂﾞ ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 
ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ ｲﾝｸ 社長           

 
３．執行役員の異動 
     

新 上席執行役員 
  半導体機器事業部長 

 西 村 節 志  
（現 執行役員 

半導体機器事業部長） 
 

以  上 




