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市場区分 使用用途・場所

Business & Plus (B&P)

 金融機関
 公共機関
 文教施設
 一般オフィス
 ハイエンド・ホームユース

ヘルスケア (HC)
 医用画像
 診断用途
 手術室用途

クリエイティブワーク (CW)
グラフィックス用途向け

 出版・印刷・写真編集
 映像制作

Vertical & Specific (V&S)
様々な環境下で使用可能な多様な業種・分野向け

 航空管制
 船舶
 監視
 その他産業分野

アミューズメント (AMU) パチンコ・パチスロ遊技機に搭載される液晶モニター

その他 (OTH) 保守サービス及びソフトウェアの受託開発

注意事項

当資料には、当社または当社グループ会社の将来に関する見通し、期待、判断、計画あるいは戦略が含まれています。この
将来予測に基づく記載は、為替変動、需要変動、開発・生産能力及びその他のリスクや不確定要素を含みますので、将来の実
績を保証するものではなく、実際の結果が異なる場合があります。

また、当社は法令に定めのある場合を除き、このような将来予測に基づく記載を更新する義務を負いません。

※資料内の会計期間の表記は“F”を用いております。2021年3月期は“20F” となります。

市場区分一覧
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第５次中期経営計画～レビュー

３期連続増収増益、業績目標達成

17F実績
売上高 840億円 （計画比 +10億円）

営業利益 85億円 （ 同 + 2億円）

営業利益率 10.2％ （ 同 + 0.2pt）
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第５次中期経営計画～レビュー

中期経営目標 “10/15/150”

営業利益率 10% 10.2%
AMU

売上高比率

HC・CW・V&S
　売上高　14F比

15％以下

+150億円

18%

+105億円

目標 実績
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第５次中期経営計画～レビュー

HC、CW、V&S：収益の拡大

HC
領域拡大 M&A/シナジー効果を創出

2015年 11月 HCシステムインテグレーション事業

2016年 7月 手術・内視鏡用モニター事業

既存ビジネスの成長 重点市場及び戦略市場ともに販売拡大

CW
映像制作向け販売拡大、ハリウッドから全世界へと展開
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第５次中期経営計画～レビュー

HC、CW、V&S：収益の拡大

V&S
航空管制市場シェア拡大、監視/船舶向け販売は増加したが、
計画未達

AMU：市場におけるNo.1ポジション維持

パートナーとの連携強化と市場環境変化に対応
構造改革による開発効率向上と機動的な開発力

EIZOの調達力・供給力を活かしたオペレーション
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第５次中期経営計画～レビュー

収益性向上の取り組み

高付加価値製品の売上比率を拡大
HC/CW/V&S売上高構成比 17F 52％（14F比 +7pt）

新工場・新生産ラインで大幅な生産効率向上を実現

Work Style Innovation 働き方改革・生産性向上
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これまでのビジネスモデル

表示技術を核にVisual Technology Companyとして、世界トップレベルの

高品質・高信頼性の商品開発とモニターソリューションの提案活動により
事業領域を拡大
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これからのビジネスモデル

映像の「撮影」、「記録」「配信」、「表示」を包括したトータルソリューションで
HC、CW、V&Sの事業領域を更に拡大、新市場を創出

12
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新たな成長エンジン “Imaging Chain Innovation”
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中期業績目標
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研究開発費計画
 “Imaging Chain Innovation” を加速するための投資強化

(億円)
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設備投資 減価償却費

設備投資計画
18F：欧州での開発・生産体制強化を目的にドイツ2拠点で

新本社開発工場棟を建設 32億円

19F以降：国内での生産物流の整備、研究開発拠点の投資を計画
(億円)

25~60 25~60
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M&A
ビジネスモデルの進化に向けて

Tech Source, Inc.（アメリカ）
航空管制グラフィックスボード

Siemens AG（ドイツ）より
HCモニター事業

eg-electronic GmbH（ドイツ）より
航空管制/V&Sモニター事業

Avnet Europe Comm. VA（欧州）より
EIZOの欧州販売・マーケティング部門

M&A実績

イメーション㈱（日本）より
HCシステムインテグレーション
事業

パナソニックヘルスケア㈱（日本）より
手術・内視鏡用モニター事業

カリーナシステム㈱（日本）

手術室分野の映像記録及び
配信システム

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EXCOM AG（スイス）
販売・マーケティング部門
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人件費 研究開発費 その他 売上高販管費比率

 AI / RPAも活用した業務プロセス改革で生産性向上を一層
進め17F比 +3％におさえる （研究開発、先行投資、新規連結会社を除く）

先行投資や販売拡大のための販管費は増加

販売費及び一般管理費計画

(億円)
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「撮影」、「記録」「配信」、「表示」で事業領域を拡大

ヘルスケア市場

映像の「撮影」から「記録」
「配信」、そして「表示」まで
包括的に提供する体制の構築
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「撮影」、「記録」「配信」、「表示」で事業領域を拡大

ヘルスケア市場

診断分野
読影環境と診断ワークフローの進化提案で

更なる競争力
戦略市場（北米、中国、インド、中東 + 東南

アジア)の販売強化

手術室分野
内視鏡モニターのビジネス拡大
 カリーナシステム(株)とのシナジーによる

ソリューションビジネスの展開
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HDR時代を先取りしシェア拡大

HDR（※）コンテンツ制作ワークフローでの作業効率
を大幅に向上させるソリューション

撮影時からグレーディングまでのEIZOによる
一元管理

プロのこだわりをもっと身近に

クリエイティブワーク市場

（※）HDR: High Dynamic Range

23



© 2018 EIZO Corporation. All Rights Reserved.

会社力・技術展開力・供給力・サポート力でステージアップ

V&S市場_共通

オプティカルボンディング、ARフィルム、
タッチパネル等を含めたEIZOの総合力

高度な耐環境性能

 MIL規格対応

 “アジャイル（※1） ”手法による迅速なカスタマイズ対応

長期プロジェクトに対応するPLM （※2）

（※1）アジャイル： アジャイルは、プロジェクト開発手法のひとつ。 大きな単位でシステムを区切ることなく、小単位で

実装とテストを繰り返して開発を進めることで従来の開発手法に比べて開発期間が短縮されるた
め、アジャイル（素早い）と呼ばれる。

（※2）PLM: プロダクトライフサイクルマネージメント
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世界の空の安全を支えるイメージングチェーン

必要な表示とコンテンツ管理
ソリューションをトータルで提案

PLM、信頼のサポート力、
ソリューション展開力

市場シェアNo.1へ

V&S市場_航空管制
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船内ITイノベーションへのソリューション提案

ECDIS用モニター、そしてその先に...
大型電子海図表示液晶タッチモニターを世界に

先駆けて提案

独自技術を“Embedded”システム化し“EIZOに
しかできない”舶用監視ソリューションの提案

V&S市場_船舶

高感度監視カメラ
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あらゆる分野のセキュリティー / 監視をターゲットに

 IPカメラ対応モニターのラインナップ拡充

 4K対応、サイズバリエーション

 Video Management System（VMS) 対応

EIZOならではの幅広い商品ラインナップとの
クロスセル展開

V&S市場_セキュリティー / 監視 （1/3）
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あらゆる分野のセキュリティー / 監視をターゲットに

EIZO独自の高感度カメラによるソリューション
提案

画像データ伸張・圧縮、配信、分析

 デコード性能の大幅向上（FHD多画面同時表示）

 H.265（※）

 VMS対応

 AI技術の活用

V&S市場_セキュリティー / 監視 （2/3）

（※）H.265： 新しい動画圧縮規格の一つで先のH.264の約2倍の圧縮率で4K、8K映像で
効率的な伝送を可能にする。（MPEG-2との比較では4倍の圧縮率）
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あらゆる分野のセキュリティー / 監視をターゲットに

様々な設置環境で最適な画像表示

 高輝度

 霧除去機能

 ハウジングオプション

 オプティカルボンディング

V&S市場_セキュリティー / 監視 （3/3）
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新規則下での娯楽のあり方を追求

自社製制作環境の活用で一層の効率化を実現

パートナー（顧客・仕入先）との連携強化

ニーズに応じたフレキシブルな生産体制

市場環境の変化を先取りしNo.1を堅持

アミューズメント市場

©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
さらに圧倒的存在感を示すEIZOへ
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中間配当 期末配当

株主還元方針

(円 / 株)

 当社は、会社の成長に応じた安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としており、今後の事業拡大のための設備や研
究開発投資に必要となる内部資金の確保、財務状況及び将来の業績等を総合的に勘案しながら、配当や自己株式取得等
の株主還元を実施してまいります。

 株主への還元率（総還元性向）は、連結当期純利益の40％～50％を目標水準とし、それを達成すべく収益基盤の強化に努
力してまいります

配当性向 11.3% 9.5% 14.4% 17.5% 20.6% 41.0% 229.7% 22.6% 31.5% 67.5% 66.7% 21.6% 38.5% 35.5% 30.1% 26.9% 33.8%
総還元性向 11.3% 9.5% 14.4% 17.5% 20.6% 41.0% 375.2% 24.9% 31.5% 168.0% 66.7% 21.6% 38.5% 35.5% 30.1% 26.9% 33.8%

・配当性向は連結ベース 18F配当は予想

・自己株買入 08F/996百万円、11F/1,661百万円
32


増減要因

		17F -> 18F								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				18F -> 19F								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				19F -> 20F								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		17F		営業利益 エイギョウ リエキ						8,500				18F		営業利益 エイギョウ リエキ						8,236				19F		営業利益 エイギョウ リエキ						9,466



						売上/限界利益率増減 ウリアゲ				利益影響額 リエキ エイキョウガク								売上/限界利益率増減 ウリアゲ				利益影響額 リエキ エイキョウ ガク								売上/限界利益率増減 ウリアゲ				利益影響額 リエキ エイキョウ ガク

		増収要因 ゾウシュウ ヨウイン		B&P		388		23.0%		90				増収要因 ゾウシュウ ヨウイン		B&P		0		23.0%		0				増収要因 ゾウシュウ ヨウイン		B&P		0		23.0%

				HC		2,220		40.0%		880						HC		1,900		40.0%		770						HC		1,700		40.0%		680

				CW		1,250		45.0%		590						CW		500		43.0%		150						CW		700		43.0%		300

				V&S		1,614		42.0%		680						V&S		3,000		46.0%		1,380						V&S		800		47.0%		380

				特定向け　計 トクテイ ム ケイ		5,084				2,150						特定向け　計 トクテイ ム ケイ		5,400				2,300						特定向け　計 トクテイ ム ケイ		3,200				1,360

				P		(4,034)		50.0%		(2,020)						P		500		50.0%		300						P		1,800		40.0%		720

				Pソフト		(3,700)		20.0%		(740)						Pソフト		0		20.0%		0						Pソフト		0		20.0%

				計 ケイ						(520)						計 ケイ						2,600						計 ケイ						2,080

		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		B&P		0.9%		18,112		170				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		B&P		0.0%		18,500		0				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		B&P				18,500

				HC		0.1%		29,780		(40)						HC		0.0%		32,000		0						HC				33,900

				CW		-0.7%		5,750		0						CW		-2.0%		7,000		(150)						CW				7,500

				V&S		-5.2%		7,886		(400)						V&S		4.0%		9,500		350						V&S		1.0%		12,500		100

				特定向け　計 トクテイ ム ケイ						(440)						特定向け　計 トクテイ ム ケイ						200						特定向け　計 トクテイ ム ケイ						100

				P		2.6%		15,234		370						P		-5.0%		11,200		(570)						P		-5.0%		11,700		(600)

				Pソフト		8.9%		5,700		510						Pソフト				1,000								Pソフト				2,000

				計 ケイ						610						計 ケイ						(370)						計 ケイ						(500)

		固定費増加 コテイヒ ゾウ カ								(354)				固定費増加 コテイヒ ゾウ カ								(1,000)				固定費増加 コテイヒ ゾウ カ								(950)

				現行社員人件費 3％増 ゲンコウ シャイン ジンケンヒ ゾウ						(350)						現行社員人件費 3％増 ゲンコウ シャイン ジンケンヒ ゾウ						(370)						現行社員人件費 3％増 ゲンコウ シャイン ジンケンヒ ゾウ						(380)

				変動的固定費の増加 ヘンドウテキ コテイヒ ゾウカ						(270)						OR営業人員増 EU エイギョウ ジンイン ゾウ						(500)						OR営業人員増 US エイギョウ ジンイン ゾウ						(100)

				人員増加 30名 ジンイン ゾウカ メイ						(180)						変動的固定費の増加 ヘンドウテキ コテイヒ ゾウカ						(80)						変動的固定費の増加 ヘンドウテキ コテイヒ ゾウカ						(90)

				ISE 開発費用等削減 カイハツ ヒヨウ トウ サクゲン						150						PHC出向者の人件費減少 シュッコウシャ ジンケンヒ ゲンショウ						110						のれん償却額の減少 ショウキャク ガク ゲンショウ						70

				のれん償却額の減少 ショウキャク ガク ゲンショウ						150						のれん償却額の減少 ショウキャク ガク ゲンショウ						140						先行開発投資の減少 センコウ カイハツ トウシ ゲンショウ						500



		18F		営業利益 エイギョウ リエキ						8,236				19F		営業利益 エイギョウ リエキ						9,466				20F		営業利益 エイギョウ リエキ						10,096

		カリーナ								(200)				カリーナ								240				カリーナ								650

		カリーナ含む フク		営業利益　計 エイギョウ リエキ ケイ						8,036				カリーナ含む フク		営業利益 エイギョウ リエキ						9,700				カリーナ含む フク		営業利益 エイギョウ リエキ						10,700



		17F -> 20F (3年間） ネンカン

		17F		営業利益 エイギョウ リエキ						8,500



						売上増分/限界利益率増減 ウリアゲ ゾウブン				利益影響額 リエキ エイキョウ ガク

		増収要因 ゾウシュウ ヨウイン		B&P		388		23.0%		90

				HC		5,820		40.0%		2,330

				CW		2,450		43.0%		1,040

				V&S		5,414		47.0%		2,440

				特定向け　計 トクテイ ム ケイ		13,684				5,810

				P		(1,734)		40.0%		(1,000)

				Pソフト		(3,700)		20.0%		(740)

				計 ケイ						4,160

		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		B&P		0.9%		55,112		170

				HC		0.1%		95,680		(40)

				CW		-2.7%		20,250		(150)

				V&S		-0.2%		29,886		50

				特定向け　計 トクテイ ム ケイ						(140)

				P		-7.4%		38,134		(800)

				Pソフト		8.9%		8,700		510

				計 ケイ						(260)

		固定費増加 コテイヒ ゾウ カ								(2,304)

				現行社員人件費 3％増 ゲンコウ シャイン ジンケンヒ ゾウ						(1,100)

				OR営業人員増 US エイギョウ ジンイン ゾウ						(870)

				変動的固定費の増加 ヘンドウテキ コテイヒ ゾウカ						(350)

				人員増加 30名 ジンイン ゾウカ メイ						330

				PHC出向者の人件費減少 シュッコウシャ ジンケンヒ ゲンショウ						790

				ISE 開発費用等削減 カイハツ ヒヨウ トウ サクゲン						690

				のれん償却額の減少 ショウキャク ガク ゲンショウ						0

				先行開発投資の減少 センコウ カイハツ トウシ ゲンショウ						27,798



		20F		営業利益 エイギョウ リエキ						10,096

		カリーナ								650

		カリーナ含む フク		営業利益　計 エイギョウ リエキ ケイ						10,746





売上まとめ (18F増収_P保守的Ver)

				連結売上高推移　　市場別 レンケツ ウリアゲ タカ スイイ シジョウ ベツ

				（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン																										パターン②																														12月時点との差 ガツ ジテン サ														12月時点 ガツ ジテン

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		公表予算 コウヒョウ ヨサン		見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ		新規Biz含む シンキ フク		15F予算 vs ヨサン		16F見込 vs ミコ		15F見込 vs ミコ		17F予算 vs ヨサン		17F vs		14F vs		前期比 ゼンキ ヒ				17F vs 18F				17F vs 20F								見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ				見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ

										14F		15F		16F		17F		17F		17F		18F		18F		19F		20F		20F		14F		15F		15F予算 ヨサン		16F見込 ミコ		17F中期 チュウキ		17F		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%				メモ		17F		17F		18F		18F		19F		20F				17F		17F		18F		18F		19F		20F						売上高増減 ウリアゲ タカ ゾウゲン

						B&P		海外 カイガイ		9,756		12,322		11,652		12,000		13,200		11,800		14,000		13,600		13,600		13,600		13,600		ERROR:#REF!		107.1		ERROR:#REF!		106.1		112%		135%		3,444		113.3		800		106.1		400		103.0						500		0				600		600		600				12,700		11,800		0		13,000		13,000		13,000						17F		797

								国内 コクナイ		4,508		5,668		5,169		5,000		4,900		5,300		5,300		5,100		5,100		5,100		5,100		ERROR:#REF!		86.5		ERROR:#REF!		108.2		92%		109%		392		94.8		400		108.2		200		104.1						200		0				300		300		300				4,700		5,300		0		4,800		4,800		4,800						Pモニタ-		(37)		売上台数150K ウリアゲ ダイスウ

								計 ケイ		14,264		17,991		16,822		17,000		18,100		17,100		19,300		18,700		18,700		18,700		18,700		ERROR:#REF!		100.6		ERROR:#REF!		106.6		106%		127%		3,836		107.6		1,200		106.6		600		103.3				17F+α		700		0				900		900		900				17,400		17,100		0		17,800		17,800		17,800						開発費売上 カイハツ ヒ ウリアゲ		(25)		年間30億円 ネンカン オクエン

						HC		海外 カイガイ		12,540		13,015		13,749		16,300		17,000		16,600		19,400		18,700		20,500		22,000		22,000		ERROR:#REF!		130.6		ERROR:#REF!		114.1		102%		136%		4,460		123.6		2,400		114.1		5,000		129.4						(300)		0				(100)		0		0				17,300		16,600		0		18,800		20,500		22,000						B&P		14		CAGR 3％

								カリーナ														3,200		3,000		3,900		4,900		0																		3,200				4,900						カリーナ計画を前提。シナジーによる増収効果は含めない ケイカク ゼンテイ ゾウシュウ コウカ フク		0		0				3,000		3,900		4,900				0		0		0		0		0		0

								国内 コクナイ		8,252		10,392		12,348		12,900		12,800		8,600		13,500		13,500		13,600		14,000		19,040		ERROR:#REF!		123.2		ERROR:#REF!		105.5		149%		155%		4,548		103.7		700		105.5		1,200		109.4						300		0				600		0		0				12,500		8,600		0		12,900		13,600		14,000						HC		57		HC内訳 ウチワケ		内視鏡 ナイシキョウ		12		40億円（CAGR12％）　新規パートナー、Distributionなど オクエン シンキ

								計 ケイ		20,793		23,408		26,097		29,200		29,800		25,200		36,100		35,200		38,000		40,900		41,040		ERROR:#REF!		127.3		ERROR:#REF!		121.1		118%		143%		9,007		114.2		6,300		121.1		11,100		137.2				下記の通り カキ トオ		0		0				3,500		3,900		4,900				29,800		25,200		0		31,700		34,100		36,000						CW		21		CAGR 10％		海外OR カイガイ		10

						CW		海外 カイガイ		4,246		4,954		4,317		4,700		4,700		5,700		5,800		5,500		5,900		6,500		6,500		ERROR:#REF!		94.9		ERROR:#REF!		123.4		82%		111%		454		108.9		1,100		123.4		1,800		138.3						(200)		0				100		0		0				4,900		5,700		0		5,400		5,900		6,500						V&S		69				国内OR コクナイ		5		既存ORの増収分。新規Biz含める場合は一つにまとめる。 キゾン ゾウシュウ ブン シンキ フク バアイ ヒト

								国内 コクナイ		1,301		1,401		1,152		1,500		1,100		1,600		1,800		1,500		1,600		1,700		1,700		ERROR:#REF!		78.5		ERROR:#REF!		163.6		69%		85%		(201)		95.5		700		163.6		600		154.5						(100)		0				200		100		0				1,200		1,600		0		1,300		1,500		1,700						20F		900				海外M&H カイガイ		25		CAGR 10％

								計 ケイ		5,548		6,355		5,470		6,200		5,800		7,300		7,600		7,000		7,500		8,200		8,200		ERROR:#REF!		91.3		ERROR:#REF!		131.0		79%		105%		252		106.0		1,800		131.0		2,400		141.4				年成長10％ ネン セイチョウ		(300)		0				300		100		0				6,100		7,300		0		6,700		7,400		8,200						新規Biz＆国内OR/V&S展開 シンキ コクナイ テンカイ		51				国内Solution コクナイ		5

						V&S		海外 カイガイ		3,650		3,319		3,913		5,400		4,000		9,200		5,400		5,100		7,500		7,500		7,800		ERROR:#REF!		120.5		ERROR:#REF!		135.0		43%		110%		350		102.2		1,400		135.0		3,500		187.5						(300)		0				(900)		500		0				4,300		9,200		0		6,000		7,000		7,500						20F+新規 シンキ		951		V&S内訳 ウチワケ		ATC		14		FAA案件+新規案件獲得 アンケン シンキ アンケン カクトク

								国内 コクナイ		2,999		3,550		3,043		3,700		3,900		5,800		4,500		4,300		5,100		5,700		5,960		ERROR:#REF!		109.9		ERROR:#REF!		115.4		67%		130%		901		128.2		600		115.4		1,800		146.2						100		0				300		500		200				3,800		5,800		0		4,000		4,600		5,500												RGS		22		国内案件+海外展開 コクナイ アンケン カイガイ テンカイ

								計 ケイ		6,649		6,870		6,956		9,100		7,900		15,000		9,900		9,400		12,600		13,200		13,760		ERROR:#REF!		115.0		ERROR:#REF!		125.3		53%		119%		1,251		113.6		2,000		125.3		5,300		167.1				下記の通り カキ トオ		(200)		0				(600)		1,000		200				8,100		15,000		0		10,000		11,600		13,000												海外既存Biz カイガイ キゾン		15		CAGR 10％

						映像表示ｼｽﾃﾑ エイゾウ ヒョウジ		海外 カイガイ		30,907		33,612		33,632		38,400		38,900		44,100		44,600		42,900		47,500		49,600		49,900		ERROR:#REF!		115.7		ERROR:#REF!		114.7		88%		126%		7,993		115.7		5,700		114.7		10,700		127.5						(300)		0				(300)		1,100		600				39,200		44,100		0		43,200		46,400		49,000						営業利益増減 エイギョウ リエキ ゾウゲン						国内既存Biz コクナイ キゾン		12		CAGR 10％

								国内 コクナイ		17,669		21,013		21,715		23,100		22,700		21,900		28,300		27,400		29,300		31,400		31,800		ERROR:#REF!		108.0		ERROR:#REF!		124.7		104%		128%		5,031		104.5		5,600		124.7		8,700		138.3						500		0				4,400		4,800		5,400				22,200		21,900		0		23,000		24,500		26,000						17F		71				海外+α カイガイ		5

										48,576		54,625		55,347		61,500		61,600		66,000		72,900		70,300		76,800		81,000		81,700		ERROR:#REF!		112.8		ERROR:#REF!		118.3		93%		127%		13,024		111.3		11,300		118.3		19,400		131.5						200		0				4,100		5,900		6,000				61,400		66,000		0		66,200		70,900		75,000						P減収 ゲンシュウ		(18)

						アミューズメント				15,127		15,279		18,408		13,000		15,200		12,000		11,200		11,200		12,200		13,000		13,000		ERROR:#REF!		99.5		ERROR:#REF!		73.7		127%		100%		73		82.6		(4,000)		73.7		(2,200)		85.5						1,600		0				4,700		5,700		6,000				13,600		12,000		0		6,500		6,500		7,000						Pコストアップ		(5)		半導体のコスト増を織り込む。前提：1台3千円コストアップ、売価に転嫁できず。 ハンドウタイ ゾウ オ コ ゼンテイ ダイ センエン バイカ テンカ

						P開発費、その他 カイハツ ヒ タ				8,872		4,973		4,527		4,500		7,300		5,000		2,000		3,000		3,000		3,000		3,000		ERROR:#REF!		146.8		ERROR:#REF!		27.4		146%		82%		(1,572)		161.3		(5,300)		27.4		(4,300)		41.1						900		0				0		0		0				6,400		5,000		0		3,000		3,000		3,000						映像表示増収 エイゾウ ヒョウジ ゾウシュウ		65		収益性維持し増収を図ることを前提とした。 シュウエキセイ イジ ゾウシュウ ハカ ゼンテイ

						計 ケイ				72,576		74,878		78,284		79,000		84,100		83,000		86,100		84,500		92,000		97,000		97,700		ERROR:#REF!		112.3		ERROR:#REF!		102.4		101%		116%		11,524		107.4		2,000		102.4		12,900		115.3						2,700		0				8,800		11,600		12,000				81,400		83,000		0		75,700		80,400		85,000						同　収益性アップ ドウ シュウエキ セイ		5		セグメント別ではB&Pのみ収益改善図る。他は利益率を維持し、売上増を目指す。 ベツ シュウエキ カイゼン ハカ ホカ リエキ リツ イジ ウリアゲ ゾウ メザ

																																																																																										固定費増 コテイヒ ゾウ		(26)		先行投資、人員増、営業活動拡大。WSIの要素は盛り込む（TBD）。 センコウ トウシ ジンインゾウ エイギョウ カツドウ カクダイ ヨウソ モ コ

						HC/CW/V&S 計 ケイ		海外 カイガイ		20,437		21,288		21,979		26,400		25,700		31,500		30,600		29,300		33,900		36,000		36,300		ERROR:#REF!		120.7		ERROR:#REF!		119.1		82%		126%		5,263		116.9		4,900		119.1		10,300		140.1						(800)		0				(900)		500		0				26,500		31,500		0		30,200		33,400		36,000						20F		92

								国内 コクナイ		12,553		15,343		16,543		18,100		17,800		16,000		23,000		22,300		24,200		26,300		26,700		ERROR:#REF!		116.0		ERROR:#REF!		129.2		111%		142%		5,247		107.6		5,200		129.2		8,500		147.8						300		0				4,100		4,500		5,100				17,500		16,000		0		18,200		19,700		21,200						新規Biz シンキ		6

				HC/CW/V&S				計 ケイ		32,991		36,631		38,522		44,500		43,500		47,500		53,600		51,600		58,100		62,300		63,000		ERROR:#REF!		118.8		ERROR:#REF!		123.2		92%		132%		10,509		112.9		10,100		123.2		18,800		143.2						(500)		0				3,200		5,000		5,100				44,000		47,500		0		48,400		53,100		57,200						20F+新規 シンキ		98		限界利益 28億、固定費増 22億（うちのれん6億） ゲンカイ リエキ オク コテイヒ ゾウ オク オク

						HC/CW/V&S計　割合 ケイ ワリアイ				68%		67%		70%		72%		71%		72%		74%		73%		76%		77%		77%		ERROR:#REF!		1.1		ERROR:#REF!		1.0														6%		108.9																				72%		72%		0%		73%		75%		76%

				インテグレーション														2,900						6,400		8,200		10,000		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0														7,100		344.8																				0%		0%		0%		0%		0%		0%



								新品 シンピン		308		293		347		236		263		250		185		185		182		210		129										105%		85%		(84)				(78)				(53)		79.9																				0		0		0		0		0		0

								リユース		0		1		39		22		60		0		45		45		78		90		51										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		21				(15)				30		150.0																				0		0		0		0		0		0

						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ販売台数 K台 ハンバイ ダイスウ ダイ				308		295		386		258		323		250		230		230		260		300		180										129%		105%		(63)				(93)				(23)		92.9						29		0				80		110		120				294		250		0		150		150		180

						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ売上高比率 % ウリアゲ タカ ヒリツ				20.8%		20.4%		23.5%		16.5%		18.1%		14.5%		13.0%		13.3%		13.3%		13.4%		13.3%																						-

								リユース割合 ワリアイ		0%		0%		10%		9%		19%		0%		20%		20%		30%		30%																																														12月時点数字ターゲット ガツ ジテン スウジ

						為替レート カワセ		USD				120		108		112		111		125		110		110		110		110																								(1)		99.2																				・アミューズメント18F/19Fで半減。20Fで盛り返す。 ハンゲン モ カエ

								EUR				133		119		115		130		130		130		130		130		130																								0		100.3																				・HC/CW/V&Sの増収で19Fまでにアミューズメントの減少をカバー ゾウシュウ ゲンショウ

																																																																										・20Fで営業利益＆利益率増 エイギョウ リエキ リエキ リツ ゾウ

																				V&S増分　17F比 ゾウブン ヒ				18F		19F		20F		新規Biz用 シンキ ヨウ

																				FAA　4k2k				300		1200		200		200														Robさんメールより

																				FAA　Tower				100		500		500		500														？

																				ATC新規 シンキ				200		200		700		700

																				RGS国内 コクナイ				100		800		1100		1100														？前回予算時の計画より。丹羽さんにアップデートもらう ゼンカイ ヨサン ジ ケイカク ニワ

																				RGS海外 カイガイ				20		200		200		200														最終年度はプラスα サイシュウ ネンド

																				既存 海外 キゾン カイガイ				500		1200		1700		1700														年成長10％ ネン セイチョウ

																				既存 国内 キゾン コクナイ				100		600		1000		1000														年成長10％ ネン セイチョウ



																				HC増分　17F比 ゾウブン

																				END　海外 カイガイ				300		600		900		900														昨年の計画より。

																				END　国内 コクナイ				100		200		300		300

																				OR海外 カイガイ				300		800		1200		1200

																				OR国内 コクナイ				200		600		700																OR新規と合わせる。 シンキ ア

																				既存　海外 キゾン カイガイ				800		1700		2500		2500														年成長10％ ネン セイチョウ

																				国内ソリューション展開 コクナイ テンカイ				100		300		500		500

																				カリーナ 国内　OR コクナイ		3060		3060		3600		4440		4440														20Fで数字含むVer作る（V&Sに分類されるもの含む 約6億円） スウジ フク ツク ブンルイ フク ヤク オクエン

																				カリーナ 国内シナジー　OR コクナイ		280		280		450		600		600														20Fで数字含むVer作る スウジ フク ツク

																				カリーナ 海外展開　V&S カイガイ テンカイ		100		100		200		300		300														20Fで数字含むVer作る スウジ フク ツク

																				カリーナ V&S		40		40		100		160		160

																				カリーナ　シナジー V&S		20		20		50		100		100

																				OR新規 海外シナジー シンキ カイガイ										0														現時点の計画には入れない ゲンジテン ケイカク イ

																						12190000		12190000		13780000		15900000		9540000

																						3200		3200		3900		4900





売上まとめ (18F増収Ver)

				連結売上高推移　　市場別 レンケツ ウリアゲ タカ スイイ シジョウ ベツ

				（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン																										パターン②																														12月時点との差 ガツ ジテン サ														12月時点 ガツ ジテン

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		公表予算 コウヒョウ ヨサン		見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ		新規Biz含む シンキ フク		15F予算 vs ヨサン		16F見込 vs ミコ		15F見込 vs ミコ		17F予算 vs ヨサン		17F vs		14F vs		前期比 ゼンキ ヒ				17F vs 18F				17F vs 20F								見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ				見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ

										14F		15F		16F		17F		17F		17F		18F		18F		19F		20F		20F		14F		15F		15F予算 ヨサン		16F見込 ミコ		17F中期 チュウキ		17F		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%				メモ		17F		17F		18F		18F		19F		20F				17F		17F		18F		18F		19F		20F						売上高増減 ウリアゲ タカ ゾウゲン

						B&P		海外 カイガイ		9,756		12,322		11,652		12,000		13,200		11,800		14,000		13,600		13,600		13,600		13,600		ERROR:#REF!		107.1		ERROR:#REF!		106.1		112%		135%		3,444		113.3		800		106.1		400		103.0						500		0				600		600		600				12,700		11,800		0		13,000		13,000		13,000						17F		797

								国内 コクナイ		4,508		5,668		5,169		5,000		4,900		5,300		5,300		5,100		5,100		5,100		5,100		ERROR:#REF!		86.5		ERROR:#REF!		108.2		92%		109%		392		94.8		400		108.2		200		104.1						200		0				300		300		300				4,700		5,300		0		4,800		4,800		4,800						Pモニタ-		(37)		売上台数150K ウリアゲ ダイスウ

								計 ケイ		14,264		17,991		16,822		17,000		18,100		17,100		19,300		18,700		18,700		18,700		18,700		ERROR:#REF!		100.6		ERROR:#REF!		106.6		106%		127%		3,836		107.6		1,200		106.6		600		103.3				17F+α		700		0				900		900		900				17,400		17,100		0		17,800		17,800		17,800						開発費売上 カイハツ ヒ ウリアゲ		(25)		年間30億円 ネンカン オクエン

						HC		海外 カイガイ		12,540		13,015		13,749		16,300		17,000		16,600		19,400		18,700		20,500		22,000		22,000		ERROR:#REF!		130.6		ERROR:#REF!		114.1		102%		136%		4,460		123.6		2,400		114.1		5,000		129.4						(300)		0				(100)		0		0				17,300		16,600		0		18,800		20,500		22,000						B&P		14		CAGR 3％

								カリーナ														3,200		3,000		3,900		4,900		0																		3,200				4,900						カリーナ計画を前提。シナジーによる増収効果は含めない ケイカク ゼンテイ ゾウシュウ コウカ フク		0		0				3,000		3,900		4,900				0		0		0		0		0		0

								国内 コクナイ		8,252		10,392		12,348		12,900		12,800		8,600		13,500		13,500		13,600		14,000		19,040		ERROR:#REF!		123.2		ERROR:#REF!		105.5		149%		155%		4,548		103.7		700		105.5		1,200		109.4						300		0				600		0		0				12,500		8,600		0		12,900		13,600		14,000						HC		57		HC内訳 ウチワケ		内視鏡 ナイシキョウ		12		40億円（CAGR12％）　新規パートナー、Distributionなど オクエン シンキ

								計 ケイ		20,793		23,408		26,097		29,200		29,800		25,200		36,100		35,200		38,000		40,900		41,040		ERROR:#REF!		127.3		ERROR:#REF!		121.1		118%		143%		9,007		114.2		6,300		121.1		11,100		137.2				下記の通り カキ トオ		0		0				3,500		3,900		4,900				29,800		25,200		0		31,700		34,100		36,000						CW		21		CAGR 10％		海外OR カイガイ		10

						CW		海外 カイガイ		4,246		4,954		4,317		4,700		4,700		5,700		5,800		5,500		5,900		6,500		6,500		ERROR:#REF!		94.9		ERROR:#REF!		123.4		82%		111%		454		108.9		1,100		123.4		1,800		138.3						(200)		0				100		0		0				4,900		5,700		0		5,400		5,900		6,500						V&S		69				国内OR コクナイ		5		既存ORの増収分。新規Biz含める場合は一つにまとめる。 キゾン ゾウシュウ ブン シンキ フク バアイ ヒト

								国内 コクナイ		1,301		1,401		1,152		1,500		1,100		1,600		1,800		1,500		1,600		1,700		1,700		ERROR:#REF!		78.5		ERROR:#REF!		163.6		69%		85%		(201)		95.5		700		163.6		600		154.5						(100)		0				200		100		0				1,200		1,600		0		1,300		1,500		1,700						20F		900				海外M&H カイガイ		25		CAGR 10％

								計 ケイ		5,548		6,355		5,470		6,200		5,800		7,300		7,600		7,000		7,500		8,200		8,200		ERROR:#REF!		91.3		ERROR:#REF!		131.0		79%		105%		252		106.0		1,800		131.0		2,400		141.4				年成長10％ ネン セイチョウ		(300)		0				300		100		0				6,100		7,300		0		6,700		7,400		8,200						新規Biz＆国内OR/V&S展開 シンキ コクナイ テンカイ		51				国内Solution コクナイ		5

						V&S		海外 カイガイ		3,650		3,319		3,913		5,400		4,000		9,200		5,400		5,100		7,500		7,500		7,800		ERROR:#REF!		120.5		ERROR:#REF!		135.0		43%		110%		350		102.2		1,400		135.0		3,500		187.5						(300)		0				(900)		500		0				4,300		9,200		0		6,000		7,000		7,500						20F+新規 シンキ		951		V&S内訳 ウチワケ		ATC		14		FAA案件+新規案件獲得 アンケン シンキ アンケン カクトク

								国内 コクナイ		2,999		3,550		3,043		3,700		3,900		5,800		4,500		4,300		5,100		5,700		5,960		ERROR:#REF!		109.9		ERROR:#REF!		115.4		67%		130%		901		128.2		600		115.4		1,800		146.2						100		0				300		500		200				3,800		5,800		0		4,000		4,600		5,500												RGS		22		国内案件+海外展開 コクナイ アンケン カイガイ テンカイ

								計 ケイ		6,649		6,870		6,956		9,100		7,900		15,000		9,900		9,400		12,600		13,200		13,760		ERROR:#REF!		115.0		ERROR:#REF!		125.3		53%		119%		1,251		113.6		2,000		125.3		5,300		167.1				下記の通り カキ トオ		(200)		0				(600)		1,000		200				8,100		15,000		0		10,000		11,600		13,000												海外既存Biz カイガイ キゾン		15		CAGR 10％

						映像表示ｼｽﾃﾑ エイゾウ ヒョウジ		海外 カイガイ		30,907		33,612		33,632		38,400		38,900		44,100		44,600		42,900		47,500		49,600		49,900		ERROR:#REF!		115.7		ERROR:#REF!		114.7		88%		126%		7,993		115.7		5,700		114.7		10,700		127.5						(300)		0				(300)		1,100		600				39,200		44,100		0		43,200		46,400		49,000						営業利益増減 エイギョウ リエキ ゾウゲン						国内既存Biz コクナイ キゾン		12		CAGR 10％

								国内 コクナイ		17,669		21,013		21,715		23,100		22,700		21,900		28,300		27,400		29,300		31,400		31,800		ERROR:#REF!		108.0		ERROR:#REF!		124.7		104%		128%		5,031		104.5		5,600		124.7		8,700		138.3						500		0				4,400		4,800		5,400				22,200		21,900		0		23,000		24,500		26,000						17F		71				海外+α カイガイ		5

										48,576		54,625		55,347		61,500		61,600		66,000		72,900		70,300		76,800		81,000		81,700		ERROR:#REF!		112.8		ERROR:#REF!		118.3		93%		127%		13,024		111.3		11,300		118.3		19,400		131.5						200		0				4,100		5,900		6,000				61,400		66,000		0		66,200		70,900		75,000						P減収 ゲンシュウ		(18)

						アミューズメント				15,127		15,279		18,408		13,000		15,200		12,000		11,200		11,200		11,700		13,500		13,500		ERROR:#REF!		99.5		ERROR:#REF!		73.7		127%		100%		73		82.6		(4,000)		73.7		(1,700)		88.8						1,600		0				4,700		5,200		6,500				13,600		12,000		0		6,500		6,500		7,000						Pコストアップ		(5)		半導体のコスト増を織り込む。前提：1台3千円コストアップ、売価に転嫁できず。 ハンドウタイ ゾウ オ コ ゼンテイ ダイ センエン バイカ テンカ

						P開発費、その他 カイハツ ヒ タ				8,872		4,973		4,527		4,500		7,300		5,000		2,000		2,500		2,500		2,500		2,500		ERROR:#REF!		146.8		ERROR:#REF!		27.4		146%		82%		(1,572)		161.3		(5,300)		27.4		(4,800)		34.2						900		0				(500)		(500)		(500)				6,400		5,000		0		3,000		3,000		3,000						映像表示増収 エイゾウ ヒョウジ ゾウシュウ		65		収益性維持し増収を図ることを前提とした。 シュウエキセイ イジ ゾウシュウ ハカ ゼンテイ

						計 ケイ				72,576		74,878		78,284		79,000		84,100		83,000		86,100		84,000		91,000		97,000		97,700		ERROR:#REF!		112.3		ERROR:#REF!		102.4		101%		116%		11,524		107.4		2,000		102.4		12,900		115.3						2,700		0				8,300		10,600		12,000				81,400		83,000		0		75,700		80,400		85,000						同　収益性アップ ドウ シュウエキ セイ		5		セグメント別ではB&Pのみ収益改善図る。他は利益率を維持し、売上増を目指す。 ベツ シュウエキ カイゼン ハカ ホカ リエキ リツ イジ ウリアゲ ゾウ メザ

																																																																																										固定費増 コテイヒ ゾウ		(26)		先行投資、人員増、営業活動拡大。WSIの要素は盛り込む（TBD）。 センコウ トウシ ジンインゾウ エイギョウ カツドウ カクダイ ヨウソ モ コ

						HC/CW/V&S 計 ケイ		海外 カイガイ		20,437		21,288		21,979		26,400		25,700		31,500		30,600		29,300		33,900		36,000		36,300		ERROR:#REF!		120.7		ERROR:#REF!		119.1		82%		126%		5,263		116.9		4,900		119.1		10,300		140.1						(800)		0				(900)		500		0				26,500		31,500		0		30,200		33,400		36,000						20F		92

								国内 コクナイ		12,553		15,343		16,543		18,100		17,800		16,000		23,000		22,300		24,200		26,300		26,700		ERROR:#REF!		116.0		ERROR:#REF!		129.2		111%		142%		5,247		107.6		5,200		129.2		8,500		147.8						300		0				4,100		4,500		5,100				17,500		16,000		0		18,200		19,700		21,200						新規Biz シンキ		6

				HC/CW/V&S				計 ケイ		32,991		36,631		38,522		44,500		43,500		47,500		53,600		51,600		58,100		62,300		63,000		ERROR:#REF!		118.8		ERROR:#REF!		123.2		92%		132%		10,509		112.9		10,100		123.2		18,800		143.2						(500)		0				3,200		5,000		5,100				44,000		47,500		0		48,400		53,100		57,200						20F+新規 シンキ		98		限界利益 28億、固定費増 22億（うちのれん6億） ゲンカイ リエキ オク コテイヒ ゾウ オク オク

						HC/CW/V&S計　割合 ケイ ワリアイ				68%		67%		70%		72%		71%		72%		74%		73%		76%		77%		77%		ERROR:#REF!		1.1		ERROR:#REF!		1.0														6%		108.9																				72%		72%		0%		73%		75%		76%

				インテグレーション														2,900						6,400		8,200		10,000		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0														7,100		344.8																				0%		0%		0%		0%		0%		0%



								新品 シンピン		308		293		347		236		263		250		185		185		182		210		129										105%		85%		(84)				(78)				(53)		79.9																				0		0		0		0		0		0

								リユース		0		1		39		22		60		0		45		45		78		90		51										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		21				(15)				30		150.0																				0		0		0		0		0		0

						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ販売台数 K台 ハンバイ ダイスウ ダイ				308		295		386		258		323		250		230		230		260		300		180										129%		105%		(63)				(93)				(23)		92.9						29		0				80		110		120				294		250		0		150		150		180

						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ売上高比率 % ウリアゲ タカ ヒリツ				20.8%		20.4%		23.5%		16.5%		18.1%		14.5%		13.0%		13.3%		12.9%		13.9%		13.8%																						-

								リユース割合 ワリアイ		0%		0%		10%		9%		19%		0%		20%		20%		30%		30%																																														12月時点数字ターゲット ガツ ジテン スウジ

						為替レート カワセ		USD				120		108		112		111		125		110		110		110		110																								(1)		99.2																				・アミューズメント18F/19Fで半減。20Fで盛り返す。 ハンゲン モ カエ

								EUR				133		119		115		130		130		130		130		130		130																								0		100.3																				・HC/CW/V&Sの増収で19Fまでにアミューズメントの減少をカバー ゾウシュウ ゲンショウ

																																																																										・20Fで営業利益＆利益率増 エイギョウ リエキ リエキ リツ ゾウ

																				V&S増分　17F比 ゾウブン ヒ				18F		19F		20F		新規Biz用 シンキ ヨウ

																				FAA　4k2k				300		1200		200		200														Robさんメールより

																				FAA　Tower				100		500		500		500														？

																				ATC新規 シンキ				200		200		700		700

																				RGS国内 コクナイ				100		800		1100		1100														？前回予算時の計画より。丹羽さんにアップデートもらう ゼンカイ ヨサン ジ ケイカク ニワ

																				RGS海外 カイガイ				20		200		200		200														最終年度はプラスα サイシュウ ネンド

																				既存 海外 キゾン カイガイ				500		1200		1700		1700														年成長10％ ネン セイチョウ

																				既存 国内 キゾン コクナイ				100		600		1000		1000														年成長10％ ネン セイチョウ



																				HC増分　17F比 ゾウブン

																				END　海外 カイガイ				300		600		900		900														昨年の計画より。

																				END　国内 コクナイ				100		200		300		300

																				OR海外 カイガイ				300		800		1200		1200

																				OR国内 コクナイ				200		600		700																OR新規と合わせる。 シンキ ア

																				既存　海外 キゾン カイガイ				800		1700		2500		2500														年成長10％ ネン セイチョウ

																				国内ソリューション展開 コクナイ テンカイ				100		300		500		500

																				カリーナ 国内　OR コクナイ		3060		3060		3600		4440		4440														20Fで数字含むVer作る（V&Sに分類されるもの含む 約6億円） スウジ フク ツク ブンルイ フク ヤク オクエン

																				カリーナ 国内シナジー　OR コクナイ		280		280		450		600		600														20Fで数字含むVer作る スウジ フク ツク

																				カリーナ 海外展開　V&S カイガイ テンカイ		100		100		200		300		300														20Fで数字含むVer作る スウジ フク ツク

																				カリーナ V&S		40		40		100		160		160

																				カリーナ　シナジー V&S		20		20		50		100		100

																				OR新規 海外シナジー シンキ カイガイ										0														現時点の計画には入れない ゲンジテン ケイカク イ

																						12190000		12190000		13780000		15900000		9540000

																						3200		3200		3900		4900





Sheet2

				17F -> 18F								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				18F -> 19F								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				19F -> 20F								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン				17F -> 20F（3年間） ネン カン

						17F　営業利益 エイギョウ リエキ						8,500						18F 営業利益 エイギョウ リエキ						8,100						19F 営業利益 エイギョウ リエキ						9,800						17F 営業利益 エイギョウ リエキ						8,500



												利益影響額 リエキ エイキョウガク												利益影響額 リエキ エイキョウガク												利益影響額 リエキ エイキョウガク												利益影響額 リエキ エイキョウガク

						映像表示システム増益 エイゾウ ヒョウジ ゾウエキ						2,000						映像表示システム増益 エイゾウ ヒョウジ ゾウエキ						2,600						映像表示システム増益 エイゾウ ヒョウジ ゾウエキ						1,700						映像表示システム増益 エイゾウ ヒョウジ ゾウエキ						6,300

						アミューズメント減収 ゲンシュウ						(1,900)						アミューズメント減益 ゲンエキ						(300)						アミューズメント増益 ゾウエキ						100						アミューズメント減益 ゲンエキ						(2,100)

										限界利益 ゲンカイ リエキ		100										限界利益 ゲンカイ リエキ		2,300										限界利益 ゲンカイ リエキ		1,800										限界利益 ゲンカイ リエキ		4,200

						先行投資 センコウ トウシ						(150)						先行投資 センコウ トウシ						(600)						先行投資 センコウ トウシ						(500)						先行投資 センコウ トウシ						(1,250)

						戦略的固定費増 センリャクテキ コテイヒ ゾウ						(300)						戦略的固定費増 センリャクテキ コテイヒ ゾウ						(650)						戦略的固定費増 センリャクテキ コテイヒ ゾウ						(600)						戦略的固定費増 センリャクテキ コテイヒ ゾウ						(1,550)

						のれん償却額減（EGD/PHC） ショウキャク ガク ゲン						150						のれん償却額減（PHC） ショウキャク ガク ゲン						150						のれん償却額減（PHC） ショウキャク ガク ゲン						50						のれん償却額減（EGD/PHC） ショウキャク ガク ゲン						350

																		PHC出向者の人件費減少 シュッコウシャ ジンケンヒ ゲンショウ						100						PHC出向者の人件費減少 シュッコウシャ ジンケンヒ ゲンショウ						50						PHC出向者の人件費減少 シュッコウシャ ジンケンヒ ゲンショウ						150

										固定費 コテイヒ		(300)										固定費 コテイヒ		(1,000)										固定費 コテイヒ		(1,000)										固定費 コテイヒ		(2,300)

						CSC連結効果 レンケツ コウカ						400						CSC連結効果 レンケツ コウカ						400						CSC連結効果 レンケツ コウカ						400						CSC連結効果 レンケツ コウカ						1,200

						CSCのれん償却額増 ショウキャク ガク ゾウ						(600)						CSCのれん償却額増 ショウキャク ガク ゾウ						0						CSCのれん償却額増 ショウキャク ガク ゾウ						0						CSCのれん償却額増 ショウキャク ガク ゾウ						(600)

										新規連結 シンキ レンケツ		(200)										新規連結 シンキ レンケツ		400										新規連結 シンキ レンケツ		400										新規連結 シンキ レンケツ		600



						18F　営業利益 エイギョウ リエキ						8,100						19F 営業利益 エイギョウ リエキ						9,800						20F 営業利益 エイギョウ リエキ						11,000						20F 営業利益 エイギョウ リエキ						11,000

						先行投資（MIL/AI・Deep Learning） センコウ トウシ						(150)						先行投資（AI・DL/8Kカメラ/カメラ生産） センコウ トウシ セイサン						(600)						先行投資（Imaging chain展開） センコウ トウシ テンカイ						(500)						先行投資 センコウ トウシ						(1,250)





売上まとめ

				連結売上高推移　　市場別 レンケツ ウリアゲ タカ スイイ シジョウ ベツ

				（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン																										パターン②																														12月時点との差 ガツ ジテン サ														12月時点 ガツ ジテン

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		公表予算 コウヒョウ ヨサン		見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ		新規Biz含む シンキ フク		15F予算 vs ヨサン		16F見込 vs ミコ		15F見込 vs ミコ		17F予算 vs ヨサン		17F vs		14F vs		17F Vs 14F				17F vs 18F				17F vs 20F								見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ				見込み ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ

										14F		15F		16F		17F		17F		17F		18F		18F		19F		20F		20F		14F		15F		15F予算 ヨサン		16F見込 ミコ		17F中期 チュウキ		17F		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%				メモ		17F		17F		18F		18F		19F		20F				17F		17F		18F		18F		19F		20F						売上高増減 ウリアゲ タカ ゾウゲン

						B&P		海外 カイガイ		9,756		12,322		11,652		12,000		13,166		12,600		14,000		13,400		13,400		13,400		13,400		ERROR:#REF!		106.8		ERROR:#REF!		106.3		104%		135%		3,410		135.0		234		101.8		234		101.8						466		800				400		400		400				12,700		11,800		0		13,000		13,000		13,000						17F		797

								国内 コクナイ		4,508		5,668		5,169		5,000		4,946		5,900		5,300		5,100		5,100		5,100		5,100		ERROR:#REF!		87.3		ERROR:#REF!		107.2		84%		110%		438		109.7		154		103.1		154		103.1						246		600				300		300		300				4,700		5,300		0		4,800		4,800		4,800						Pモニタ-		(37)		売上台数150K ウリアゲ ダイスウ

								計 ケイ		14,264		17,991		16,822		17,000		18,112		18,500		19,300		18,500		18,500		18,500		18,500		ERROR:#REF!		100.7		ERROR:#REF!		106.6		98%		127%		3,848		127.0		388		102.1		388		102.1				17F+α		712		1,400				700		700		700				17,400		17,100		0		17,800		17,800		17,800						開発費売上 カイハツ ヒ ウリアゲ		(25)		年間30億円 ネンカン オクエン

						HC		海外 カイガイ		12,540		13,015		13,749		16,300		16,961		16,600		19,400		18,800		20,500		22,000		22,000		ERROR:#REF!		130.3		ERROR:#REF!		114.4		102%		135%		4,421		135.3		1,839		110.8		5,039		129.7						(339)		0				0		0		0				17,300		16,600		0		18,800		20,500		22,000						B&P		14		CAGR 3％

								カリーナ														3,200		2,800		3,900		4,900		0																ERROR:#DIV/0!		2,800				4,900						カリーナ計画を前提。シナジーによる増収効果は含めない ケイカク ゼンテイ ゾウシュウ コウカ フク		0		0				2,800		3,900		4,900				0		0		0		0		0		0

								国内 コクナイ		8,252		10,392		12,348		12,900		12,819		8,600		13,500		13,200		13,400		13,600		18,640		ERROR:#REF!		123.4		ERROR:#REF!		105.3		149%		155%		4,567		155.3		381		103.0		781		106.1						319		0				300		(200)		(400)				12,500		8,600		0		12,900		13,600		14,000						HC		57		HC内訳 ウチワケ		内視鏡 ナイシキョウ		12		40億円（CAGR12％）　新規パートナー、Distributionなど オクエン シンキ

								計 ケイ		20,793		23,408		26,097		29,200		29,780		25,200		36,100		34,800		37,800		40,500		40,640		ERROR:#REF!		127.2		ERROR:#REF!		121.2		118%		143%		8,987		143.2		5,020		116.9		10,720		136.0				下記の通り カキ トオ		(20)		0				3,100		3,700		4,500				29,800		25,200		0		31,700		34,100		36,000						CW		21		CAGR 10％		海外OR カイガイ		10

						CW		海外 カイガイ		4,246		4,954		4,317		4,700		4,689		5,700		5,800		5,500		5,900		6,500		6,500		ERROR:#REF!		94.7		ERROR:#REF!		123.7		82%		110%		443		110.4		811		117.3		1,811		138.6						(211)		0				100		0		0				4,900		5,700		0		5,400		5,900		6,500						V&S		69				国内OR コクナイ		5		既存ORの増収分。新規Biz含める場合は一つにまとめる。 キゾン ゾウシュウ ブン シンキ フク バアイ ヒト

								国内 コクナイ		1,301		1,401		1,152		1,500		1,061		1,600		1,800		1,500		1,600		1,700		1,700		ERROR:#REF!		75.7		ERROR:#REF!		169.7		66%		82%		(240)		81.6		439		141.4		639		160.2						(139)		0				200		100		0				1,200		1,600		0		1,300		1,500		1,700						20F		900				海外M&H カイガイ		25		CAGR 10％

								計 ケイ		5,548		6,355		5,470		6,200		5,750		7,300		7,600		7,000		7,500		8,200		8,200		ERROR:#REF!		90.5		ERROR:#REF!		132.2		79%		104%		202		103.6		1,250		121.7		2,450		142.6				年成長10％ ネン セイチョウ		(350)		0				300		100		0				6,100		7,300		0		6,700		7,400		8,200						新規Biz＆国内OR/V&S展開 シンキ コクナイ テンカイ		51				国内Solution コクナイ		5

						V&S		海外 カイガイ		3,650		3,319		3,913		5,400		3,986		9,200		5,400		5,300		7,500		7,600		7,900		ERROR:#REF!		120.1		ERROR:#REF!		135.5		43%		109%		336		109.2		1,314		133.0		3,614		190.7						(314)		0				(700)		500		100				4,300		9,200		0		6,000		7,000		7,500						20F+新規 シンキ		951		V&S内訳 ウチワケ		ATC		14		FAA案件+新規案件獲得 アンケン シンキ アンケン カクトク

								国内 コクナイ		2,999		3,550		3,043		3,700		3,900		5,800		4,500		4,200		5,000		5,700		5,960		ERROR:#REF!		109.9		ERROR:#REF!		115.4		67%		130%		901		130.0		300		107.7		1,800		146.2						100		0				200		400		200				3,800		5,800		0		4,000		4,600		5,500												RGS		22		国内案件+海外展開 コクナイ アンケン カイガイ テンカイ

								計 ケイ		6,649		6,870		6,956		9,100		7,886		15,000		9,900		9,500		12,500		13,300		13,860		ERROR:#REF!		114.8		ERROR:#REF!		125.5		53%		119%		1,237		118.6		1,614		120.5		5,414		168.7				下記の通り カキ トオ		(214)		0				(500)		900		300				8,100		15,000		0		10,000		11,600		13,000												海外既存Biz カイガイ キゾン		15		CAGR 10％

						映像表示ｼｽﾃﾑ エイゾウ ヒョウジ		海外 カイガイ		30,907		33,612		33,632		38,400		38,802		44,100		44,600		43,000		47,300		49,500		49,800		ERROR:#REF!		115.4		ERROR:#REF!		114.9		88%		126%		7,895		125.5		4,198		110.8		10,698		127.6						(398)		0				(200)		900		500				39,200		44,100		0		43,200		46,400		49,000						営業利益増減 エイギョウ リエキ ゾウゲン						国内既存Biz コクナイ キゾン		12		CAGR 10％

								国内 コクナイ		17,669		21,013		21,715		23,100		22,726		21,900		28,300		26,800		29,000		31,000		31,400		ERROR:#REF!		108.2		ERROR:#REF!		124.5		104%		129%		5,057		128.6		4,074		117.9		8,274		136.4						526		0				3,800		4,500		5,000				22,200		21,900		0		23,000		24,500		26,000						17F		71				海外+α カイガイ		5

										48,576		54,625		55,347		61,500		61,528		66,000		72,900		69,800		76,300		80,500		81,200		ERROR:#REF!		112.6		ERROR:#REF!		118.5		93%		127%		12,952		126.7		8,272		113.4		18,972		130.8						128		0				3,600		5,400		5,500				61,400		66,000		0		66,200		70,900		75,000						P減収 ゲンシュウ		(18)

						アミューズメント				15,127		15,279		18,408		13,000		15,234		12,000		11,200		11,200		11,700		13,500		13,500		ERROR:#REF!		99.7		ERROR:#REF!		73.5		127%		101%		107		100.7		(4,034)		73.5		(1,734)		88.6						1,634		0				4,700		5,200		6,500				13,600		12,000		0		6,500		6,500		7,000						Pコストアップ		(5)		半導体のコスト増を織り込む。前提：1台3千円コストアップ、売価に転嫁できず。 ハンドウタイ ゾウ オ コ ゼンテイ ダイ センエン バイカ テンカ

						P開発費、その他 カイハツ ヒ タ				8,872		4,973		4,527		4,500		7,298		5,000		2,000		3,000		3,000		3,000		3,000		ERROR:#REF!		146.8		ERROR:#REF!		27.4		146%		82%		(1,574)		82.3		(4,298)		41.1		(4,298)		41.1						898		0				0		0		0				6,400		5,000		0		3,000		3,000		3,000						映像表示増収 エイゾウ ヒョウジ ゾウシュウ		65		収益性維持し増収を図ることを前提とした。 シュウエキセイ イジ ゾウシュウ ハカ ゼンテイ

						計 ケイ				72,576		74,878		78,284		79,000		84,060		83,000		86,100		84,000		91,000		97,000		97,700		ERROR:#REF!		112.3		ERROR:#REF!		102.4		101%		116%		11,484		115.8		(60)		99.9		12,940		115.4						2,660		0				8,300		10,600		12,000				81,400		83,000		0		75,700		80,400		85,000						同　収益性アップ ドウ シュウエキ セイ		5		セグメント別ではB&Pのみ収益改善図る。他は利益率を維持し、売上増を目指す。 ベツ シュウエキ カイゼン ハカ ホカ リエキ リツ イジ ウリアゲ ゾウ メザ

																																																																																										固定費増 コテイヒ ゾウ		(26)		先行投資、人員増、営業活動拡大。WSIの要素は盛り込む（TBD）。 センコウ トウシ ジンインゾウ エイギョウ カツドウ カクダイ ヨウソ モ コ

						HC/CW/V&S 計 ケイ		海外 カイガイ		20,437		21,288		21,979		26,400		25,636		31,500		30,600		29,600		33,900		36,100		36,400		ERROR:#REF!		120.4		ERROR:#REF!		119.4		81%		125%		5,199		125.4		3,964		115.5		10,464		140.8						(864)		0				(600)		500		100				26,500		31,500		0		30,200		33,400		36,000						20F		92

								国内 コクナイ		12,553		15,343		16,543		18,100		17,780		16,000		23,000		21,700		23,900		25,900		26,300		ERROR:#REF!		115.9		ERROR:#REF!		129.4		111%		142%		5,227		141.6		3,920		122.0		8,120		145.7						280		0				3,500		4,200		4,700				17,500		16,000		0		18,200		19,700		21,200						新規Biz シンキ		6

				HC/CW/V&S				計 ケイ		32,991		36,631		38,522		44,500		43,416		47,500		53,600		51,300		57,800		62,000		62,700		ERROR:#REF!		118.5		ERROR:#REF!		123.5		91%		132%		10,425		131.6		7,884		118.2		18,584		142.8						(584)		0				2,900		4,700		4,800				44,000		47,500		0		48,400		53,100		57,200						20F+新規 シンキ		98		限界利益 28億、固定費増 22億（うちのれん6億） ゲンカイ リエキ オク コテイヒ ゾウ オク オク

						HC/CW/V&S計　割合 ケイ ワリアイ				68%		67%		70%		72%		71%		72%		74%		73%		76%		77%		77%		ERROR:#REF!		1.1		ERROR:#REF!		1.0								103.9		3%		104.2		6%		109.1																				72%		72%		0%		73%		75%		76%

				インテグレーション														2,900						6,400		8,200		10,000		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0								ERROR:#DIV/0!		3,500		221		7,100		344.8																				0%		0%		0%		0%		0%		0%



								新品 シンピン		308		293		347		236		263		250		185		185		182		210		129										105%		85%		(84)		85.3		(78)				(53)		79.9																				0		0		0		0		0		0

								リユース		0		1		39		22		60		0		45		45		78		90		51										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		21		ERROR:#DIV/0!		(15)				30		150.0																				0		0		0		0		0		0

						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ販売台数 K台 ハンバイ ダイスウ ダイ				308		295		386		258		323		250		230		230		260		300		180										129%		105%		(63)		104.8		(93)				(23)		92.9						29		0				80		110		120				294		250		0		150		150		180

						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ売上高比率 % ウリアゲ タカ ヒリツ				20.8%		20.4%		23.5%		16.5%		18.1%		14.5%		13.0%		13.3%		12.9%		13.9%		13.8%																						-

								リユース割合 ワリアイ		0%		0%		10%		9%		19%		0%		20%		20%		30%		30%																																														12月時点数字ターゲット ガツ ジテン スウジ

						為替レート カワセ		USD				120		108		112		110.85		125		110		110		110		110																								(1)		99.2																				・アミューズメント18F/19Fで半減。20Fで盛り返す。 ハンゲン モ カエ

								EUR				133		119		115		129.66		130		130		130		130		130																								0		100.3																				・HC/CW/V&Sの増収で19Fまでにアミューズメントの減少をカバー ゾウシュウ ゲンショウ

																																																																										・20Fで営業利益＆利益率増 エイギョウ リエキ リエキ リツ ゾウ

						アミューズメント売上高　内訳 ウリアゲ タカ ウチワケ

						新品 シンピン																				10,200		11,700

						リユース																				1500		1800



																				V&S増分　17F比 ゾウブン ヒ				18F		19F		20F		新規Biz用 シンキ ヨウ

																				FAA　4k2k				300		1200		200		200														Robさんメールより

																				FAA　Tower				100		500		500		500														？

																				ATC新規 シンキ				200		200		700		700

																				RGS国内 コクナイ				100		800		1100		1100														？前回予算時の計画より。丹羽さんにアップデートもらう ゼンカイ ヨサン ジ ケイカク ニワ

																				RGS海外 カイガイ				20		200		200		200														最終年度はプラスα サイシュウ ネンド

																				既存 海外 キゾン カイガイ				500		1200		1700		1700														年成長10％ ネン セイチョウ

																				既存 国内 キゾン コクナイ				100		600		1000		1000														年成長10％ ネン セイチョウ



																				HC増分　17F比 ゾウブン

																				END　海外 カイガイ				300		600		900		900														昨年の計画より。

																				END　国内 コクナイ				100		200		300		300

																				OR海外 カイガイ				300		800		1200		1200

																				OR国内 コクナイ				200		600		700																OR新規と合わせる。 シンキ ア

																				既存　海外 キゾン カイガイ				800		1700		2500		2500														年成長10％ ネン セイチョウ

																				国内ソリューション展開 コクナイ テンカイ				100		300		500		500

																				カリーナ 国内　OR コクナイ		3060		3060		3600		4440		4440														20Fで数字含むVer作る（V&Sに分類されるもの含む 約6億円） スウジ フク ツク ブンルイ フク ヤク オクエン

																				カリーナ 国内シナジー　OR コクナイ		280		280		450		600		600														20Fで数字含むVer作る スウジ フク ツク

																				カリーナ 海外展開　V&S カイガイ テンカイ		100		100		200		300		300														20Fで数字含むVer作る スウジ フク ツク

																				カリーナ V&S		40		40		100		160		160

																				カリーナ　シナジー V&S		20		20		50		100		100

																				OR新規 海外シナジー シンキ カイガイ										0														現時点の計画には入れない ゲンジテン ケイカク イ

																						12190000		12190000		13780000		15900000		9540000

																						3200		3200		3900		4900





重点市場別売上

				連結売上高　V&S レンケツ ウリアゲ ダカ																																																																																		限界利益 ゲンカイ リエキ

				（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン																																																						12月時点との差 ガツ ジテン サ														12月時点 ガツ ジテン														計画 ケイカク

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		公表計画 コウヒョウ ケイカク		実績 ジッセキ		見込 ミコミ		見込 ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ		16F見込 vs ミコ		16F見込 vs ミコミ		17F予算 vs ヨサン		17F予算 vs ヨサン		17F vs 14F				17F vs 18F				17F vs 20F						見込 ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ				見込 ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ

										14F		15F		16F		17F		17F		17F1		17F2		17F		17F		18F		18F		19F		20F		16F予算 ヨサン		15F実績 ジッセキ		16F見込 ミコミ		17F中期 チュウキ		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%				17F		17F		18F		18F		19F		20F				17F		17F		18F		18F		19F		20F				18F		19F		20F		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ

						ATC		海外 カイガイ		1,403		1,042		1,348		2,083		2,083		493		829		1,300		4,800		1,900		1,900		3,200		2,700		62.4		124.8		146.2		39.6		(103)		92.7		600		146.2		1,400		207.7				0		0				(500)		600		0				1,300		4,800		0		2,400		2,600		2,700

								国内 コクナイ		77		300		375		307		307		48		319		400		200		100		100		400		400		130.2		133.2		25.0		50.0		323		519.5		(300)		25.0		0		100.0		　		0		0				(300)		0		0				400		200		0		400		400		400

								計 ケイ		1,480		1,342		1,723		2,391		2,391		541		1,148		1,700		5,000		2,000		2,000		3,600		3,100		71.1		126.6		117.6		40.0		220		114.9		300		117.6		1,400		182.4				0		0				(800)		600		0				1,700		5,000		0		2,800		3,000		3,100				1,000		1,800		1,550		50.0%

						鉄道 テツドウ		海外 カイガイ																		500										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!												0		0				0		0		0				0		500		0		0		0		0

								国内 コクナイ																		1,000										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!												0		0				0		0		0				0		1,000		0		0		0		0

								計 ケイ				0		0		0		0						0		1,500		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!												0		0				0		0		0				0		1,500		0		0		0		0

						MRT		海外 カイガイ		26		51		58		293		293		20		33		100		1,000		100		100		100		100		34.2		195.7		100.0		10.0		74		384.6		0		100.0		0		100.0				100		0				0		0		0				0		1,000		0		100		100		100

								国内 コクナイ		160		633		472		503		503		302		272		600		1,000		800		800		800		800		119.3		94.8		133.3		80.0		440		375.0		200		133.3		200		133.3				0		0				200		100		0				600		1,000		0		600		700		800

								計 ケイ		186		684		531		796		796		322		305		700		2,000		900		900		900		900		88.0		102.3		128.6		45.0		514		376.3		200		128.6		200		128.6				100		0				200		100		0				600		2,000		0		700		800		900				315		315		315		35.0%

						S&S		海外 カイガイ		10		85		304		422		422		139		228		400		500		800		700		1,200		1,500		94.8		471.1		200.0		160.0		390		4,000.0		300		175.0		1,100		375.0				100		0				200		0		0				300		500		0		500		1,200		1,500

								国内 コクナイ		607		665		597		1,104		1,104		329		545		900		1,000		1,100		1,000		1,100		1,300		81.5		135.4		122.2		110.0		293		148.3		100		111.1		400		144.4				200		0				200		200		300				700		1,000		0		800		900		1,000

								計 ケイ		618		750		901		1,526		1,526		468		773		1,300		1,500		1,900		1,700		2,300		2,800		85.2		173.4		146.2		126.7		682		210.4		400		130.8		1,500		215.4				300		0				400		200		300				1,000		1,500		0		1,300		2,100		2,500				760		920		1,120		40.0%

						FA		海外 カイガイ																		0										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!												0		0				0		0		0				0		0		0		0		0		0

								国内 コクナイ																		200										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!												0		0				0		0		0				0		200		0		0		0		0

								計 ケイ				0		0		0		0						0		200		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!												0		0				0		0		0				0		200		0		0		0		0

						RGS		海外 カイガイ		315		452		545		621		621		158		170		300		500		700		700		800		900		48.3		66.4		233.3		140.0		(15)		95.2		400		233.3		600		300.0				(100)		0				100		200		300				400		500		0		600		600		600

								国内 コクナイ				0		0		10		0		0		10		0		500		300		300		800		1,100		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		60.0		0		ERROR:#DIV/0!		300		ERROR:#DIV/0!		1,100		ERROR:#DIV/0!				0		0				200		500		100				0		500		0		100		300		1,000

								計 ケイ		315		452		545		631		621		158		180		300		1,000		1,000		1,000		1,600		2,000		47.6		66.4		333.3		100.0		(15)		95.2		700		333.3		1,700		666.7				(100)		0				300		700		400				400		1,000		0		700		900		1,600				700		1,120		1,400		70.0%

						他 タ		海外 カイガイ		1,895		1,690		1,658		2,406		1,981		1,021		809		1,800		1,900		1,900		1,900		2,200		2,400		74.8		106.5		105.6		100.0		(95)		95.0		100		105.6		600		133.3				(500)		0				(500)		(300)		(200)				2,300		1,900		0		2,400		2,500		2,600

								国内 コクナイ		2,154		1,952		1,600		2,132		1,786		1,129		947		2,100		1,900		2,200		2,000		1,900		2,100		98.5		107.6		104.8		115.8		(54)		97.5		(100)		95.2		0		100.0				0		0				(100)		(400)		(200)				2,100		1,900		0		2,100		2,300		2,300

								計 ケイ		4,049		3,642		3,258		4,538		3,767		2,150		1,756		3,900		3,800		4,100		3,900		4,100		4,500		85.9		107.1		105.1		107.9		(149)		96.3		0		100.0		600		115.4				(500)		0				(600)		(700)		(400)				4,400		3,800		0		4,500		4,800		4,900				1,763		1,763		1,935		43.0%

						V&S		海外 カイガイ		3,650		3,320		3,913		5,825		5,400		1,831		2,504		3,900		9,200		5,400		5,300		7,500		7,600		67.0		117.5		138.5		58.7		250		106.8		1,400		135.9		3,700		194.9				(400)		0				(700)		500		100				4,300		9,200		0		6,000		7,000		7,500

								国内 コクナイ		2,999		3,550		3,044		4,056		3,700		1,807		2,057		4,000		5,800		4,500		4,200		5,000		5,700		98.6		112.7		112.5		77.6		1,001		133.4		200		105.0		1,700		142.5				200		0				200		400		200				3,800		5,800		0		4,000		4,600		5,500

										6,649		6,870		6,957		9,881		9,100		3,638		4,561		7,900		15,000		9,900		9,500		12,500		13,300		80.0		115.0		125.3		66.0		1,251		118.8		1,600		120.3		5,400		168.4				(200)		0				(500)		900		300				8,100		15,000		0		10,000		11,600		13,000				4,538		5,918		6,320

																																																																																				利益率 リエキ リツ		45.8%		47.3%		47.5%



				連結売上高　ヘルスケア レンケツ ウリアゲ ダカ



										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		公表計画 コウヒョウ ケイカク		実績 ジッセキ		見込 ミコミ		見込 ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ		15F見込 vs ミコ		16F予算 vs ヨサン		17F予算 vs ヨサン		16F予算 vs ヨサン		17F vs 14F				17F vs 18F				17F vs 20F						見込 ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ				見込 ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ

										14F		15F		16F		17F		17F		17F1		17F2		17F		17F		18F		18F		19F		20F		15F予算 ヨサン		15F見込 ミコ		16F見込 ミコミ		17F中期 チュウキ		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%				17F		17F		18F		18F		19F		20F				17F		17F		18F		18F		19F		20F

						M&H		海外 カイガイ		8,419		8,325		8,432				9,200		4,807		5,121		9,900		10,500		11,600		11,000		12,400		13,200		ERROR:#DIV/0!		118.9		117.2		110.5		1,481		117.6		1,100		111.1		3,300		133.3				(900)		0				(600)		(100)		(100)				10,800		10,500		0		11,600		12,500		13,300

								国内 コクナイ		7,863		10,120		11,684				11,600		5,586		6,432		12,000		7,400		12,100		11,800		11,900		11,900		ERROR:#DIV/0!		118.6		100.8		163.5		4,137		152.6		(200)		98.3		(100)		99.2				200		0				(100)		(200)		(400)				11,800		7,400		0		11,900		12,100		12,300

								計 ケイ		16,282		18,445		20,116		0		20,800		10,393		11,553		21,900		17,900		23,700		22,800		24,300		25,100		ERROR:#DIV/0!		118.7		108.2		132.4		5,618		134.5		900		104.1		3,200		114.6				(700)		0				(700)		(300)		(500)				22,600		17,900		0		23,500		24,600		25,600

						IVR		海外 カイガイ		4,010		4,459		3,372				3,800		1,726		1,965		3,700		4,100		3,500		3,500		3,500		3,500		ERROR:#DIV/0!		83.0		94.6		85.4		(310)		92.3		(200)		94.6		(200)		94.6				200		0				0		0		0				3,500		4,100		0		3,500		3,500		3,500

								国内 コクナイ		379		83		95				100		66		83		100		200		0		0		100		100		ERROR:#DIV/0!		120.5		0.0		0.0		(279)		26.4		(100)		0.0		0		100.0				0		0				(100)		0		0				100		200		0		100		100		100

								計 ケイ		4,390		4,542		3,467		0		3,900		1,792		2,048		3,800		4,300		3,500		3,500		3,600		3,600		ERROR:#DIV/0!		83.7		92.1		81.4		(590)		86.6		(300)		92.1		(200)		94.7				200		0				(100)		0		0				3,600		4,300		0		3,600		3,600		3,600

						ORI		海外 カイガイ		110		231		697				900		340		419		800		2,000		1,100		1,100		1,500		1,900		ERROR:#DIV/0!		346.3		137.5		55.0		690		727.3		300		137.5		1,100		237.5				100		0				100		0		0				700		2,000		0		1,000		1,500		1,900

								国内 コクナイ		9		188		285				700		56		204		300		1,000		700		700		800		900		ERROR:#DIV/0!		159.6		233.3		70.0		291		3,333.3		400		233.3		600		300.0				100		0				300		0		0				200		1,000		0		400		800		900

								計 ケイ		119		419		982		0		1,600		396		623		1,100		3,000		1,800		1,800		2,300		2,800		ERROR:#DIV/0!		262.5		163.6		60.0		981		924.4		700		163.6		1,700		254.5				200		0				400		0		0				900		3,000		0		1,400		2,300		2,800

						END		海外 カイガイ		0		0		1,246				2,400		925		1,581		2,500				3,200		3,200		3,100		3,400		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		128.0		ERROR:#DIV/0!		2,500				700		128.0		900		136.0				100		0				500		100		100				2,400		0		0		2,700		3,000		3,300

								国内 コクナイ		0		0		283				500		162		239		400				700		700		600		700		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		175.0		ERROR:#DIV/0!		400				300		175.0		300		175.0				0		0				200		0		0				400		0		0		500		600		700

								計 ケイ		0		0		1,529		0		2,900		1,087		1,820		2,900				3,900		3,900		3,700		4,100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		134.5		ERROR:#DIV/0!		2,900				1,000		134.5		1,200		141.4				100		0				700		100		100				2,800		0		0		3,200		3,600		4,000

						ヘルスケア計 ケイ		海外 カイガイ		12,540		13,015		13,747		0		16,300		7,798		9,086		16,900		16,600		19,400		18,800		20,500		22,000		ERROR:#DIV/0!		129.9		114.8		116.9		4,360		134.8		1,900		111.2		5,100		130.2				(400)		0				0		0		0				17,300		16,600		0		18,800		20,500		22,000

								国内 コクナイ		8,252		10,391		12,347		0		12,900		5,870		6,958		12,800		8,600		13,500		13,200		13,400		13,600		ERROR:#DIV/0!		123.2		105.5		157.0		4,548		155.1		400		103.1		800		106.3				300		0				300		(200)		(400)				12,500		8,600		0		12,900		13,600		14,000

										20,739		23,406		26,094		0		29,200		13,668		16,044		29,700		25,200		32,900		32,000		33,900		35,600		ERROR:#DIV/0!		126.9		110.8		130.6		8,961		143.2		2,300		107.7		5,900		119.9				(100)		0				300		(200)		(400)				29,800		25,200		0		31,700		34,100		36,000

						カリーナ		海外 カイガイ																				100		100		200		300		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0				100				300

								国内 コクナイ																				3,100		2,700		3,700		4,600		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0				2,700				4,600

								計 ケイ				0		0		0		0		0		0		0		0		3,200		2,800		3,900		4,900		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0				2,800				4,900

				総合計 ソウゴウ ケイ						20,739		23,406		26,094		0		29,200		13,668		16,044		29,700		25,200		36,100		34,800		37,800		40,500										8,961		143.2		5,100				10,800		136.4

																																												0

						EMD		ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ				933		1,624										1,800				1,822		1,800		2,000		2,300										1,800						50.0		500		127.8

								Distribution等 トウ				965		2,667										3,900				3,260		3,200		3,000		2,700										3,900						20.0		(1,200)		69.2

								計 ケイ				1,898		4,291										5,700				5,082		5,000		5,000		5,000										5,700						30.0		(700)		87.7

																																												0

								インテグレーション計 ケイ																2,900				6,822		6,400		8,200		10,000										2,900								7100		344.8

								（ORI + EMD ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ + カリーナ）



																								17F				18F		18F		19F		20F

						カリーナ		医療 イリョウ																2,049				2,740		2,340		3,170		3,490

								新規　鋼製器具 シンキ コウセイ キグ																				80		80		160		320

								新規　スタジアム シンキ																				40		40		100		160

								海外　カメラ カイガイ																11				80		80		170		320

								放送向けなど ホウソウ ム																256				260		260		350		620

								計 ケイ																2,316				3,200		2,800		3,950		4,910



						カリーナシナジー		国内 ORI コクナイ																				194		194		262		330

								国内 インテグレーション コクナイ																				160		160		200		250

								V&S展開 テンカイ																				20		20		50		100

																												374		374		512		680





						RGS組替 クミカエ

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		公表計画 コウヒョウ ケイカク		実績 ジッセキ		見込 ミコミ		見込 ミコ		中期 チュウキ		社内予算 シャナイ ヨサン		中期 チュウキ		中期 チュウキ		中期 チュウキ		16F見込 vs ミコ		16F見込 vs ミコミ		17F予算 vs ヨサン		17F予算 vs ヨサン		17F vs 14F				17F vs 18F				17F vs 20F

										14F		15F		16F		17F		17F		17F1		17F2		17F		17F		18F		18F		19F		20F		16F予算 ヨサン		15F実績 ジッセキ		16F見込 ミコミ		17F中期 チュウキ		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%

						ATC		海外 カイガイ				1,042		1,348		2,083		2,083		493		829				4,800				2,600		3,900		3,400		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		2,600		ERROR:#DIV/0!		3,400		ERROR:#DIV/0!

								国内 コクナイ				300		375		307		307		48		319				200				100		400		400		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		100		ERROR:#DIV/0!		400		ERROR:#DIV/0!

								計 ケイ				1,342		1,723		2,391		2,391		541		1,148				5,000				2,700		4,300		3,800		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		2,700		ERROR:#DIV/0!		3,800		ERROR:#DIV/0!

						鉄道 テツドウ		海外 カイガイ																		500										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!

								国内 コクナイ																		1,000										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!

								計 ケイ				0		0		0		0								1,500				0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!

						MRT		海外 カイガイ				51		58		293		293		20		33				1,000				100		100		100		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		100		ERROR:#DIV/0!		100		ERROR:#DIV/0!

								国内 コクナイ				633		472		503		503		302		272				1,000				800		800		800		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		800		ERROR:#DIV/0!		800		ERROR:#DIV/0!

								計 ケイ				684		531		796		796		322		305				2,000				900		900		900		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		900		ERROR:#DIV/0!		900		ERROR:#DIV/0!

						S&S		海外 カイガイ				85		304		422		422		139		228				500				700		1,200		1,500		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		700		ERROR:#DIV/0!		1,500		ERROR:#DIV/0!

								国内 コクナイ				665		597		1,104		1,104		329		545				1,000				1,000		1,100		1,300		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		1,000		ERROR:#DIV/0!		1,300		ERROR:#DIV/0!

								計 ケイ				750		901		1,526		1,526		468		773				1,500				1,700		2,300		2,800		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		1,700		ERROR:#DIV/0!		2,800		ERROR:#DIV/0!

						FA		海外 カイガイ																		0										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

								国内 コクナイ																		200										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!

								計 ケイ				0		0		0		0								200				0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!

						RGS		海外 カイガイ				452		545		621		621		158		170				500				0		0		0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

								国内 コクナイ				0		0		10		0		0		10				500				0		0		0		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

								計 ケイ				452		545		631		621		158		180				1,000				0		0		0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						他 タ		海外 カイガイ				1,690		1,658		2,406		1,981		1,021		809				1,900				1,900		2,300		2,600		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		1,900		ERROR:#DIV/0!		2,600		ERROR:#DIV/0!

								国内 コクナイ				1,952		1,600		2,132		1,786		1,129		947				1,900				2,300		2,700		3,200		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		2,300		ERROR:#DIV/0!		3,200		ERROR:#DIV/0!

								計 ケイ				3,642		3,258		4,538		3,767		2,150		1,756				3,800				4,200		5,000		5,800		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		4,200		ERROR:#DIV/0!		5,800		ERROR:#DIV/0!

						V&S		海外 カイガイ				3,320		3,913		5,825		5,400		1,831		0				9,200				5,300		7,500		7,600		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		5,300		ERROR:#DIV/0!		7,600		ERROR:#DIV/0!

								国内 コクナイ				3,550		3,044		4,056		3,700		1,807		16F2				5,800				4,200		5,000		5,700		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		4,200		ERROR:#DIV/0!		5,700		ERROR:#DIV/0!

												6,870		6,957		9,881		9,100		3,638		ERROR:#VALUE!				15,000				9,500		12,500		13,300		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0		ERROR:#DIV/0!		9,500		ERROR:#DIV/0!		13,300		ERROR:#DIV/0!

						RGS組替　開示用 クミカエ カイジ ヨウ

						ATC		海外 カイガイ																						700		700		700

								国内 コクナイ																						0		0		0

						他 タ		海外 カイガイ																						0

松原 彰人 akihito.matsubara: Roundするので全額ATCによせる		100		200

								国内 コクナイ																						300		800		1100





PL比較

				連結限界利益　市場別 レンケツ ゲンカイ リエキ シジョウ ベツ

				16F　実績 ジッセキ																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン



						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ

				売上 ウリアゲ		16,822		26,097		5,470		6,956		55,345		18,408		3,444		1,081		78,278

				限界利益 ゲンカイ リエキ		3,987		10,073		2,193		2,768		19,022		8,412		520		0		27,960

				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.7%		38.6%		40.1%		39.8%		34.4%		45.7%		15.1%		0.0%		35.7%

				固定費 コテイヒ																		20,927

				営業利益 エイギョウ リエキ																		7,033

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		9.0%

														P比率 ヒリツ		23.5%

				17F　見込 ミコ																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン



						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ										2,070

				売上 ウリアゲ		18,112		29,780		5,750		7,886		61,528		15,234		5,700		1,600		84,062						43,416

				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,010		11,870		2,630		3,720		22,230		7,220		630		120		30,200						18,220																												のれん償却　第2案 ショウキャク ダイ アン

				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		22.1%		39.9%		45.7%		47.2%		36.1%		47.4%		11.1%		7.5%		35.9%						42%																												のれん　26億、他無形資産　4億 オク ホカ ムケイ シサン オク

				固定費 コテイヒ																		21,646												1710累計 ルイケイ		12,328																				償却期間　7年、2年 ショウキャク キカン ネン ネン

				営業利益 エイギョウ リエキ																		8,554												1711-12		3,670																				のれん償却費　3.7億/年、無形資産償却費 2億/年 ショウキャク ヒ オク ネン ムケイ シサン ショウキャク ヒ オク ネン

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		10.2%												Q4		5,490

														P比率 ヒリツ		18.1%																				21,488

				17F　中期 チュウキ																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン



						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ

				売上 ウリアゲ		17,100		25,200		7,300		15,000		66,000		12,000		4,300		700		83,000

				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,410		11,300		2,900		6,600		25,540		4,800		430		230		31,000

				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		26.0%		45.0%		40.0%		44.0%		38.7%		40.0%		10.0%		35.0%		37.3%

				固定費 コテイヒ																		22,700

				営業利益 エイギョウ リエキ																		8,300

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		10.0%														アミューズメント調整 チョウセイ

														P比率 ヒリツ		14.5%																				18F 増収減益Ver ゾウシュウ ゲンエキ																										パターン①　B20案 アン																										パターン②　保守的見積 ホシュテキ ミツモリ

				18F																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン										18F																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				18F																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				18F																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン



						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ				のれん償却は一旦以下で計算 ショウキャク イッタン イカ ケイサン								B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ

				売上 ウリアゲ		18,500		32,000		7,000		9,500		67,000		11,200		2,000		1,000		81,200		2,800		84,000				のれん　28.1億 オク						売上 ウリアゲ		18,700		32,200		7,000		9,400		67,300		11,200		2,000		500		81,000		3,000		84,000				売上 ウリアゲ		18,500		32,000		7,000		9,500		67,000		11,200		2,000		1,000		81,200		2,800		84,000				売上 ウリアゲ		18,500		32,000		7,000		9,500		67,000		11,200		2,000		1,000		81,200		2,800		84,000

				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		12,800		3,200		4,000		24,300		5,600		400		0		30,300		1,400		31,700				償却期間　7年 ショウキャク キカン ネン						限界利益 ゲンカイ リエキ		4,400		12,900		3,200		3,900		24,400		5,400		400		0		30,200		1,500		31,700				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,400		12,800		3,200		4,000		24,400		5,400		400		0		30,200		1,400		31,600				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,400		12,800		3,200		4,000		24,400		5,400		400		0		30,200		1,400		31,600

				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		45.0%		42.0%		36.3%		50.000%		20.0%		0.0%		37.3%		48.5%		37.7%				のれん償却費　4億/年 ショウキャク ヒ オク ネン						限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.5%		40.0%		45.0%		42.0%		36.3%		48.0%		20.0%		0.0%		37.3%		48.5%		37.7%				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		24.0%		40.0%		45.0%		42.0%		36.4%		48.4%		20.0%		0.0%		37.2%		48.5%		37.6%				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		24.0%		40.0%		45.0%		42.0%		36.4%		48.4%		20.0%		0.0%		37.2%		48.5%		37.6%

				固定費 コテイヒ																		22,000		1,600

松原 彰人 akihito.matsubara: のれん含む		23,600										固定費 コテイヒ																		22,200		1,400		23,600				固定費 コテイヒ																		22,200		1,400		23,600				固定費 コテイヒ																		22,200		1,400		23,600

				営業利益 エイギョウ リエキ																		8,300		(200)		8,100				固定費変動費振替 コテイヒ ヘンドウ ヒ フリカエ						営業利益 エイギョウ リエキ																		8,000		100		8,100				営業利益 エイギョウ リエキ																		8,000		0		8,000				営業利益 エイギョウ リエキ																		8,000		0		8,000

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		10.2%				9.6%										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		9.9%				9.6%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		9.9%				9.5%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		9.9%				9.5%

														P比率 ヒリツ		13.8%																														P比率 ヒリツ		13.8%																								P比率 ヒリツ		13.8%																								P比率 ヒリツ		13.8%

				19F　中期案 チュウキ アン																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン										19F　中期案 チュウキ アン																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				19F　中期案 チュウキ アン																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				19F　中期案 チュウキ アン																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン



						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ												B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ

				売上 ウリアゲ		18,500		33,900		7,500		12,500		72,400		11,700		2,000		1,000		87,100		3,900		91,000										売上 ウリアゲ		18,700		34,100		7,500		12,600		72,900		11,700		2,000		500		87,100		3,900		91,000				売上 ウリアゲ		18,500		33,900		7,500		12,500		72,400		11,800		2,000		1,000		87,200		3,900		91,100				売上 ウリアゲ		18,500		33,900		7,500		12,500		72,400		12,200		2,000		1,000		87,600		3,900		91,500

				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		13,600		3,200		5,800		26,900		5,300		400		0		32,600		1,900		34,500										限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		13,600		3,200		5,800		26,900		5,300		400		0		32,600		1,900		34,500				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		13,600		3,200		5,800		26,900		5,300		400		0		32,600		1,900		34,500				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		13,600		3,200		5,800		26,900		5,500		400		100		32,900		1,900		34,800

				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		43.0%		46.0%		37.2%		45.0%		20.0%		0.0%		37.4%		48.5%		37.9%										限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		43.0%		46.0%		36.9%		45.0%		20.0%		0.0%		37.4%		48.5%		37.9%				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		43.0%		46.0%		37.2%		45.1%		20.0%		0.0%		37.4%		48.5%		37.9%				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		43.0%		46.0%		37.2%		44.7%		20.0%		10.0%		37.6%		48.5%		38.0%

				固定費 コテイヒ																		23,000		1,660		24,660										固定費 コテイヒ																		23,200		1,460		24,660				固定費 コテイヒ																		22,500		1,460		23,960				固定費 コテイヒ																		23,200		1,460		24,660

				営業利益 エイギョウ リエキ																		9,600		240		9,800				固定費変動費振替 コテイヒ ヘンドウ ヒ フリカエ						営業利益 エイギョウ リエキ																		9,400		440		9,840				営業利益 エイギョウ リエキ																		10,100		440		10,540				営業利益 エイギョウ リエキ																		9,700		440		10,140

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		11.0%		6.2%		10.8%										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		10.8%		11.3%		10.8%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		11.6%		11.3%		11.6%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		11.1%		11.3%		11.1%

														P比率 ヒリツ		13.4%																														P比率 ヒリツ		13.4%																								P比率 ヒリツ		13.5%																								P比率 ヒリツ		13.9%

				20F　中期案 チュウキ アン																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン										20F　中期案 チュウキ アン																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				20F　中期案 チュウキ アン																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				20F　中期案 チュウキ アン																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン



						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ		特定市場向け トクテイ シジョウ ム		EMD Sol		ORI		Imaging Chain				B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ		カリーナ		計 ケイ

				売上 ウリアゲ		18,500		35,600		8,200		13,300		75,600		13,500		2,000		1,000		92,100		4,900		97,000		57,100		2,000		3,000		9,900		売上 ウリアゲ		18,700		36,000		8,200		13,200		76,100		13,500		2,000		500		92,100		4,900		97,000				売上 ウリアゲ		18,500		35,600		8,200		13,300		75,600		13,600		2,000		1,000		92,200		4,900		97,100				売上 ウリアゲ		18,500		35,600		8,200		13,300		75,600		13,600		2,000		1,000		92,200		4,900		97,100

				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		14,200		3,500		6,300		28,300		5,400		400		100		34,300		2,400		36,700		24,000		400		1,200		4,000		限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		14,400		3,500		6,200		28,400		5,400		400		50		34,250		2,400		36,650				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		14,200		3,500		6,300		28,300		5,500		400		0		34,200		2,400		36,600				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,300		14,200		3,500		6,300		28,300		5,500		400		100		34,300		2,400		36,700

				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		43.0%		47.0%		37.4%		40.0%		20.0%		10.0%		37.2%		48.5%		37.8%		42%		20%		40%		40%		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		43.0%		47.0%		37.3%		40.0%		20.0%		10.0%		37.2%		48.5%		37.8%				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		43.0%		47.0%		37.4%		40.7%		20.0%				37.1%		48.5%		37.7%				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		23.0%		40.0%		43.0%		47.0%		37.4%		40.4%		20.0%		10.0%		37.2%		48.5%		37.8%

				固定費 コテイヒ																		23,950		1,750		25,700										固定費 コテイヒ																		24,200		1,550		25,750				固定費 コテイヒ																		23,100		1,550		24,650				固定費 コテイヒ																		24,200		1,550		25,750

				営業利益 エイギョウ リエキ																		10,350		650		11,000				固定費変動費振替 コテイヒ ヘンドウ ヒ フリカエ						営業利益 エイギョウ リエキ																		10,050		850		10,900				営業利益 エイギョウ リエキ																		11,100		850		11,950				営業利益 エイギョウ リエキ																		10,100		850		10,950

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		11.2%		13.3%		11.3%										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		10.9%		17.3%		11.2%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		12.0%		17.3%		12.3%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		11.0%		17.3%		11.3%

														P比率 ヒリツ		14.7%																														P比率 ヒリツ		14.7%																								P比率 ヒリツ		14.8%																								P比率 ヒリツ		14.8%

				20F　カリーナ含む　パターン② フク																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン



						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ

				売上 ウリアゲ		18,500		40,640		8,200		13,860		81,200		13,500		1,700		1,300		97,700

				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,625		17,000		3,526		6,237		31,388		5,670		340		0		37,398

				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		25.0%		41.8%		43.0%		45.0%		38.7%		42.0%		20.0%				38.3%

				固定費 コテイヒ																		25,950

				営業利益 エイギョウ リエキ																		11,448

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ																		11.7%

														P比率 ヒリツ		13.8%

						新規Biz シンキ		2,800														1,600		通常分+追加コスト ツウジョウ ブン ツイカ																																																																																																						アミューズメント保守的見積Ver ホシュテキ ミツモリ														18F増収＆20F保守的見積Ver ゾウシュウ ホシュテキ ミツモリ

																						400		のれん				3,000																																																																																								↓手調整あり テ チョウセイ		↓手調整あり テ チョウセイ		↓手調整あり テ チョウセイ

														6,070		(1,820)		(230)		(20)		2,304.0						429																																																																																				(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		17F		18F		19F		20F		20F/17F				(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		17F		18F		19F		20F		20F/17F				(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		17F		18F		19F		20F		20F/17F

				17F見込限界利益 ミコミ ゲンカイ リエキ

						B&P		HC		CW		V&S		計 ケイ		AMU		開発費 カイハツ ヒ		他 ホカ		計 ケイ																																																																																										売上高 ウリアゲ ダカ		84,062		84,000		91,000		97,000		115%				売上高 ウリアゲ ダカ		84,062		84,000		91,500		97,300		116%				売上高 ウリアゲ ダカ		84,062		84,500		91,500		97,300		116%

				10月まで ガツ		2,410		6,224		1,384		2,120				4,305		199		0		16,642																																																																																										限界利益 ゲンカイ リエキ		30,200		31,680		34,510		36,665		121%				限界利益 ゲンカイ リエキ		30,200		31,680		34,800		36,700		122%				限界利益 ゲンカイ リエキ		30,200		31,700		34,800		36,700		122%

				11-12月 ガツ		826		2,169		469		599				1,336		198				5,597						B&P限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ																																																																																				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		35.9%		37.7%		37.9%		37.9%		+2.0pt				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		35.9%		37.7%		38.0%		37.7%		+1.8pt				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		35.9%		37.5%		38.0%		37.7%		+1.8pt

				組替 クミカエ		(576)		357				219								0		0						22%																																																																																				固定費 コテイヒ		21,646		23,600		24,600		25,650		118%				固定費 コテイヒ		21,646		23,600		24,600		25,800		119%				固定費 コテイヒ		21,646		23,600		24,600		25,800		119%

				Q4		1,348		3,119		778		778				1,583		236		120		7,962																																																																																										営業利益 エイギョウ リエキ		8,554		8,080		9,800		11,000		129%				営業利益 エイギョウ リエキ		8,554		8,080		10,200		10,900		127%				営業利益 エイギョウ リエキ		8,554		8,100		10,200		10,900		127%

						4,008		11,869		2,631		3,716		0		7,224		633		120		30,201																																																																																										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.2%		9.6%		10.8%		11.3%		+1.2pt				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.2%		9.6%		11.1%		11.2%		+1.0pt				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.2%		9.6%		11.1%		11.2%		+1.0pt

																																																																																																																経常利益 ケイジョウ リエキ		9,654		8,480		10,200		11,400		118%				経常利益 ケイジョウ リエキ		9,654		8,480		10,600		11,300		117%				経常利益 ケイジョウ リエキ		9,654		8,500		10,600		11,300		117%

																																																																																																																当期純利益 トウキ ジュンリエキ		7,100		6,300		7,600		8,500		120%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		7,100		6,300		7,900		8,400		118%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		7,100		6,300		7,900		8,400		118%

																																																																																																																当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		8.4%		7.5%		8.4%		8.8%		+0.3pt				当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		8.4%		7.5%		8.6%		8.6%		+0.2pt				当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		8.4%		7.5%		8.6%		8.6%		+0.2pt



																																																																																																																ROE		8.0%		6.8%		7.7%		8.1%		+0.1pt				ROE		8.0%		6.8%		7.4%		7.5%		▲0.5pt				ROE		8.0%		6.8%		7.4%		7.5%		▲0.5pt

																																																																																																																EPS（円） エン		333.01		295.49		356.46		398.67		120%				EPS（円） エン										ERROR:#DIV/0!				EPS（円） エン										ERROR:#DIV/0!

																																																																																																																BPS（円） エン		4,263.06		4,558.54		4,915.01		5,313.68		125%				BPS（円） エン										ERROR:#DIV/0!				BPS（円） エン										ERROR:#DIV/0!



																																																																																																																ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ計 ケイ		303		230		260		300		99%				ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ計 ケイ		303		230		230		250		83%				ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ計 ケイ		303		230		230		250		83%

																																		経営指標 ケイエイ シヒョウ																																																																														　新品 シンピン		243		185		185		210		86%				　新品 シンピン		243		175		175		175		72%				　新品 シンピン		243		175		175		175		72%

																																		ROE																																																																														　リユース		61		45		75		90		148%				　リユース		61		55		55		75		123%				　リユース		61		55		55		75		123%

																																		EPS																																																																														カリーナ														カリーナ														カリーナ

																																																																																																																売上高 ウリアゲ タカ				2,800		3,900		4,900						売上高 ウリアゲ タカ				3,000		3,900		4,900						売上高 ウリアゲ タカ				3,000		3,900		4,900

																																																																																																																限界利益 ゲンカイ リエキ				1,400		1,900		2,400						限界利益 ゲンカイ リエキ				1,500		1,900		2,400						限界利益 ゲンカイ リエキ				1,500		1,900		2,400

																																		経営指標 ケイエイ シヒョウ																																																																														固定費 コテイヒ				1,600		1,700		1,750						固定費 コテイヒ				1,400		1,460		1,550						固定費 コテイヒ				1,400		1,460		1,550

																																		ROE																																																																														営業利益 エイギョウ リエキ				(200)		200		650						営業利益 エイギョウ リエキ				100		440		850						営業利益 エイギョウ リエキ				100		440		850

																																		BPS

																																		配当金 ハイトウキン																																																																														16F		17F		18F		19F		20F

																																		配当性向 ハイトウ セイコウ																																																																																8.1%		6.7%		7.5%		7.8%

																																																																																																																		333.01		295.49		356.46		398.67

																																		総資産 ソウシサン																																																																																4,263.06		4,558.54		4,915.01		5,313.68

																																		純資産 ジュンシサン																																																																																90		90		90		90

																																		発行済株数 ハッコウ ズ カブスウ																																																																																27%		30%		25%		23%

																																		　期末 キマツ

																																		　期中平均 キチュウ ヘイキン																																																																														115,160		119,274		125,574		133,174		141,674

																																																																																																																85,280		90,891		97,191		104,791		113,291

																																		総資産回転率 ソウシサン カイテン リツ																																																																														22,731,160		22,731,160		22,731,160		22,731,160		22,731,160

																																		財務レバレッジ ザイム																																																																																21,320,624		21,320,624		21,320,624		21,320,624

																																																																																																																		21,320,644		21,320,644		21,320,644		21,320,644

																																		指標より計算 シヒョウ ケイサン

																																		ROE																																																																																0.70		0.67		0.68		0.68

																																		ROE（回転率/レバレッジを17F固定） カイテン リツ コテイ																																																																																1.31		1.29		1.27		1.25

																																		販管費 ハンカンヒ

																																		営業利益 エイギョウ リエキ																																																																																7.8%		6.5%		7.3%		7.5%

																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																																																7.8%		6.9%		7.7%		8.1%

																																																																																																																		18,000		19,600		20,400		21,200

																																																																																																																		8,554		8,080		9,800		11,000

																																																																																																																		26,554		27,680		30,200		32,200

																																																																																																																		31.6%		33.0%		33.2%		33.2%





経営指標

										1				2		3		4						利益100億円Ver リエキ オクエン								1				2		3		4		（百万円） ヒャクマンエン

		（百万円）		14F		15F		16F		17F		第5次中期
3年累計 ダイ ジ チュウキ ネン ルイケイ		18F		19F		20F		第6次中期
3年累計 ダイ ジ チュウキ ネン ルイケイ				（百万円）		14F		15F		16F		17F		第5次中期
3年累計 ダイ ジ チュウキ ネン ルイケイ		18F		19F		20F		第6次中期
3年累計 ダイ ジ チュウキ ネン ルイケイ

		先行開発投資 センコウ カイハツ トウシ				-		250		1,600		1,850		1,000		1,000		1,000		3,000				先行開発投資 センコウ カイハツ トウシ				-		250		1,600		1,850		1,000		1,000		1,000		3,000

		M&A				EMD		PHC		CSC				ビジネスモデル強化でよい案件があれば キョウカ アンケン										M&A				EMD		PHC		CSC				ビジネスモデル強化でよい案件があれば キョウカ アンケン

						530		1,250		3,600		5,380								0								530		1,250		3,600		5,380								0

		大型設備投資 オオガタ セツビ トウシ				C棟 トウ		M棟 トウ						EGD 18F/19F										大型設備投資 オオガタ セツビ トウシ				C棟 トウ		M棟 トウ						EGD 18F/19F

						3,480		680				4,160		2,000						2,000								3,480		680				4,160		2,000						2,000

														ETG 18F																						ETG 18F

														1,000																						1,000



		FCF		(2,000)		3,700		6,300		2,000		12,000		5,100		9,800		10,900		25,800				FCF		(2,000)		3,700		6,300		2,000		12,000		5,100		9,300		10,000		24,400



		1株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		60		70		80		90		14.5%		100		110		120		10.1%		※年平均成長率 ネンヘイキン セイチョウリツ		1株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		60		70		80		90		14.5%		100		110		120		10.1%

		配当総額 ハイトウ ソウガク		1,200		1,500		1,700		1,900		5,100		2,100		2,300		2,600		7,000				配当総額 ハイトウ ソウガク		1,200		1,500		1,700		1,900		5,100		2,100		2,300		2,600		7,000

		総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ		38.5%		35.5%		30.1%		27.0%		30.2%		32.8%		30.5%		29.7%		30.9%				総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ		38.5%		35.5%		30.1%		27.0%		30.2%		32.8%		31.7%		32.4%		32.3%



		EPS		155.8		197.1		265.54		333.01		28.8%		304.88		361.16		403.38		6.6%		※年平均成長率 ネンヘイキン セイチョウリツ		EPS		155.8		197.1		265.54		333.01		28.8%		304.88		347.09		370.54		3.6%

		ROE		6.2%		5.3%		6.9%		8.0%				6.8%		7.7%		8.1%						ROE		6.2%		5.3%		6.9%		8.0%				6.8%		7.4%		7.5%

				14F		15F		16F		17F				18F		19F		20F								14F		15F		16F		17F				18F		19F		20F

		売上高 ウリアゲ ダカ		72,576		74,878		78,284		84,000				82,500		91,000		97,100						売上高 ウリアゲ ダカ		72,576		74,878		78,284		84,000				82,500		90,000		95,000

		営業利益 エイギョウ リエキ		4,472		5,081		7,033		8,500				8,100		9,800		10,900						営業利益 エイギョウ リエキ		4,472		5,081		7,033		8,500				8,100		9,300		10,000

		%		6.2%		6.8%		9.0%		10.1%				9.8%		10.8%		11.2%						%		6.2%		6.8%		9.0%		10.1%				9.8%		10.3%		10.5%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		3,321		4,202		5,661		7,100				6,500		7,700		8,600						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		3,321		4,202		5,661		7,100				6,500		7,400		7,900

		%		4.6%		5.6%		7.2%		8.5%				7.9%		8.5%		8.9%						%		4.6%		5.6%		7.2%		8.5%				7.9%		8.2%		8.3%



		総資産 ソウシサン		106,519		104,792		115,160		120,000				118,000		127,000		133,000						総資産 ソウシサン		106,519		104,792		115,160		120,000				118,000		126,000		131,000

		純資産 ジュンシサン		79,293		78,011		85,280		91,000				95,000		100,000		106,000						純資産 ジュンシサン		79,293		78,011		85,280		91,000				95,000		100,000		105,000

		1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		60		70		80		90				100		110		120						1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		60		70		80		90				100		110		120

		配当総額 ハイトウ ソウガク		1,172		1,492		1,705		1,900				2,100		2,300		2,600						配当総額 ハイトウ ソウガク		1,172		1,492		1,705		1,900				2,100		2,300		2,600

		資産回転率 シサン カイテン リツ		0.68		0.71		0.68		0.70				0.70		0.72		0.73						資産回転率 シサン カイテン リツ		0.68		0.71		0.68		0.70				0.70		0.71		0.73



		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		74.4%		74.4%		74.1%		75.8%				80.5%		78.7%		79.7%						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		74.4%		74.4%		74.1%		75.8%				80.5%		79.4%		80.2%

		レバレッジ		1.34		1.34		1.35		1.32				1.24		1.27		1.25						レバレッジ		1.34		1.34		1.35		1.32				1.24		1.26		1.25



		償却費 ショウキャクヒ		1,802		1,847		2,093		2,200				2,200		2,200		2,200						償却費 ショウキャクヒ		1,802		1,847		2,093		2,200				2,200		2,200		2,200

		設備投資(通常分) セツビ トウシ ツウジョウ ブン		1,383		3,394		3,196		2,200				2,200		2,200		2,200						設備投資(通常分) セツビ トウシ ツウジョウ ブン		1,383		3,394		3,196		2,200				2,200		2,200		2,200





AMU割合

																												市場規模と販売ポテンシャル シジョウ キボ ハンバイ

				アミューズメント　売上高、限界利益率計算 ウリアゲ ダカ ゲンカイ リエキ リツ ケイサン																								期間はCYベース、台数 K台、金額 M円 キカン ダイスウ ダイ キンガク エン

				①売上高 ウリアゲ ダカ																								パターン① B20案 アン

				【前提】 ゼンテイ																										2016		2017		前年比 ゼンネンヒ		％		2020		17F比 ヒ		％

				１、販売台数は、18F：150K台、19F：150K台、20F：180K台とする。 ハンバイ ダイスウ ダイ																								店舗数 テンポスウ		10,390		10,000		(390)		96%		9,000		(1,000)		90%		直近減少率を向こう3年に適用 チョッキン ゲンショウ リツ ム ネン テキヨウ

				２、17F実績での新品とリユースの構成比を、18F～20Fにそのまま使用する。　→構成比は、新品 82%、リユース 18%とする ジッセキ シンピン コウセイ ヒ シヨウ コウセイヒ シンピン																								設置台数 セッチ ダイスウ		2,834		2,750		(84)		97%		2,500		(250)		91%

				17F販売台数　実績・見込 ハンバイ ダイスウ ジッセキ ミコミ																												2017		2018		2019		2020

						17F																						年間販売台数 K台 ネンカン ハンバイ ダイスウ ダイ				1,420		1,200		1,300		1,500						2018を底に回復 ソコ カイフク

						4月-10月 ガツ ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ																												2020年までに新規則機へ入替 ネン シンキソク キ イレカエ

						実績 ジッセキ		見込 ミコ		見込 ミコ				計 ケイ		構成比 コウセイ ヒ												三洋Grシェア サンヨウ				21%		19%		20%		20%

				P新品 シンピン		144,336		50,000		5,500				199,836		77.0%

				Pリユース		57,445		2,127		0				59,572		23.0%												Pモニター販売数 ハンバイ スウ				303		230		260		300

				計 ケイ		201,781		52,127		5,500		0		259,408		100.0%												　新品 シンピン				243		184		182		210

																												　リユース				61		46		78		90								付加価値　K円 フカ カチ エン

				●アミューズメント　売上台数、売上高 ウリアゲ ダイスウ ウリアゲ ダカ										（台数：K台、金額：M円） ダイスウ ダイ キンガク エン																																2018		2019		2020

								17F		18F		19F		20F		18F		19F		20F								構成比　新品 コウセイヒ シンピン				80%		80%		70%		70%		売価 56,000円/台 バイカ エン ダイ						27		25		23

								販売単価 ハンバイ タンカ		計画 ケイカク		計画 ケイカク		計画 ケイカク		台数構成比 ダイスウ コウセイ ヒ		台数構成比 ダイスウ コウセイ ヒ		台数構成比 ダイスウ コウセイ ヒ								　　　　　　リユース				20%		20%		30%		30%		　　　20,000円/台 エン ダイ						15		13		11

				P新品 シンピン		売上台数 ウリア ダイスウ		-		113		113		119		75.0%		75.0%		70.0%																										売上高内訳 ウリアゲ タカ ウチワケ

						売上高 ウリア タカ		52,342		5,888		5,888		6,229		-		-		-								売上高 ウリアゲ タカ				14,795		11,244		11,752		13,560						新品 シンピン		10321.92		10192		11760

				Pリユース		売上台数 ウリア ダイスウ		-		38		38		51		25.0%		25.0%		30.0%								限界利益 ゲンカイ リエキ						5,437		5,304		5,520						リユース		921.6		1560		1800

						売上高 ウリア タカ		19,843		744		744		1,012		-		-		-								％						48%		45%		41%								11243.52		11752		13560

				計 ケイ		売上台数 ウリア ダイスウ				150		150		170

						売上高 ウリア タカ				6,633		6,633		7,241														パターン②　2020年度を290K台に（300K台の大台に乗せない） ネンド ダイ ダイ オオダイ ノ

								億単位でまるめ オクタンイ		6,600		6,600		7,200																2016		2017		前年比 ゼンネンヒ		％		2020		17F比 ヒ		％

																												店舗数 テンポスウ		10,390		10,000		(390)		96%		9,000		(1,000)		90%		①より減少幅を倍に ゲンショウ ハバ バイ

																												設置台数 セッチ ダイスウ		2,834		2,750		(84)		97%		2,500		(250)		91%

				②限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ

														（金額：M円） キンガク エン																		2017		2018		2019		2020

						17F																						年間販売台数 K台 ネンカン ハンバイ ダイスウ ダイ				1,420		1,200		1,300		1,500

						4月-10月 ガツ ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ										※17F実績は連結経理月報より引用 ジッセキ レンケツ ケイリ ゲッポウ インヨウ																		2020年までに新規則機へ入替 ネン シンキソク キ イレカエ

						実績 ジッセキ		見込 ミコ		見込 ミコ				計 ケイ														三洋Grシェア サンヨウ				21%		19%		20%		19%						シェア落とす オ

				売上高 ウリアゲ ダカ		8,744		2,718		292				11,753

				限界利益 ゲンカイ リエキ		4,320		1,189		127				5,636														Pモニター販売数 ハンバイ スウ				303		230		260		290

				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		49.4%		43.8%		43.5%				48.0%		←18F-20Fの限界利益率として使用 ゲンカイ リエキ リツ シヨウ												　新品 シンピン				243		184		195		217

																												　リユース				61		46		65		72								付加価値　K円 フカ カチ エン

																																														2018		2019		2020

				※直近2ヵ月の販売見込み チョッキン ゲツ ハンバイ ミコ																								構成比　新品 コウセイヒ シンピン				80%		80%		75%		75%		売価 56,000円/台 バイカ エン ダイ				付加価値　27,000円 フカ カチ エン		27		25		23

								11月 ガツ		12月 ガツ																		　　　　　　リユース				20%		20%		25%		25%		　　　20,000円/台 エン ダイ				付加価値　15,000円 フカ カチ エン		15		13		11

				PBUF1		台数 ダイスウ		50,000		5,500

						単価 タンカ		53,100		53,100																		売上高 ウリアゲ タカ				14,795		11,244		12,220		13,607

						売上高 ウリアゲ ダカ		2,655,000,000		292,050,000																		限界利益 ゲンカイ リエキ						5,437		5,460		5,501

						利益/台 リエキ ダイ		23,100		23,100																		％						48%		45%		40%

						限界利益 ゲンカイ リエキ		1,155,000,000		127,050,000

																												パターン② 保守的見積 ホシュテキ ミツモリ

				PFSP11(PR)		台数 ダイスウ		2,127																						2016		2017		前年比 ゼンネンヒ		％		2020		17F比 ヒ		％

						単価 タンカ		29,500																				店舗数 テンポスウ		10,390		10,000		(390)		96%		8000		(2,000)		80%

						売上高 ウリアゲ ダカ		62,746,500																				設置台数 セッチ ダイスウ		2,834		2,750		(84)		97%		2200		(550)		80%

						利益/台 リエキ ダイ		16,000

						限界利益 ゲンカイ リエキ		34,032,000																								2017		2018		2019		2020

																												年間販売台数 K台 ネンカン ハンバイ ダイスウ ダイ				1,420		1,200		1,200		1,300

																																						2020年までに新規則機へ入替 ネン シンキソク キ イレカエ

																												三洋Grシェア サンヨウ				21%		19%		19%		19%



																												Pモニター販売数 ハンバイ スウ				303		228		228		247

																												　新品 シンピン				243		171		171		173

																												　リユース				61		57		57		74



																												構成比　新品 コウセイヒ シンピン				80%		75%		75%		70%		売価 56,000円/台 バイカ エン ダイ

																												　　　　　　リユース				20%		25%		25%		30%		　　　20,000円/台 エン ダイ



																												売上高 ウリアゲ タカ				14,795		10,716		10,716		11,164

																												限界利益 ゲンカイ リエキ						(228)		(228)		(247)

																												％						-2%		-2%		-2%





グラフ用



																																												(単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		17F		18F		19F		20F		20F/17F



																																												売上高 ウリアゲ ダカ		84,000		84,000		91,000		97,000		115%

																																												限界利益 ゲンカイ リエキ		30,200		31,700		34,500		36,700		122%

																																												限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		36.0%		37.7%		37.9%		37.9%		+2.0pt

																																												固定費 コテイヒ		21,700		23,600		24,600		25,700		118%

				業績 ギョウセキ																																								　うちカリーナ

				※【売上まとめ】シートから転記 ウリアゲ テンキ																																								　うちのれん償却費 ショウキャク ヒ

				（単位：億円） タンイ オク エン		17F		18F計画 ケイカク		19F計画 ケイカク		20F計画 ケイカク																																営業利益 エイギョウ リエキ		8,500		8,100		9,800		11,000		129%

				B&P		181		185		185		185																																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.1%		9.6%		10.8%		11.3%		+1.2pt

				ﾍﾙｽｹｱ		298		348		378		405																																経常利益 ケイジョウ リエキ		9,600		8,500		10,200		11,400		119%

				ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾜｰｸ		58		70		75		82																																当期純利益 トウキ ジュンリエキ		7,100		6,300		7,600		8,500		120%

				V&S		79		95		125		133																																当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		8.5%		7.5%		8.4%		8.8%		+0.3pt

				ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ		152		112		117		135

				その他 タ		73		30		30		30																																ROE		8.0%		6.8%		7.7%		8.1%		+0.1pt

				計 ケイ		841		840		910		970																																EPS（円） エン		333.01		295.49		356.46		398.67		120%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.2%		9.6%		10.8%		11.3%																																BPS（円） エン		4,263.06		4,558.54		4,915.01		5,313.68		125%



																																												ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ計 ケイ		303		230		260		300		99%

																																												　新品 シンピン		243		185		185		210		86%

																																												　リユース		61		45		75		90		148%

				（単位：億円） タンイ オク エン		14F		15F		16F		17F		17F中期 チュウキ																														カリーナ

				B&P		142		179		168		181		185																														売上高 ウリアゲ タカ				2,800		3,900		4,900

				ﾍﾙｽｹｱ		207		234		260		297		252																														限界利益 ゲンカイ リエキ				1,400		1,900		2,400

				ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾜｰｸ		55		63		54		57		73																														固定費 コテイヒ				1,400		1,500		1,550

				V&S		66		68		69		78		150																														営業利益 エイギョウ リエキ				0		400		850

				ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ		151		152		184		152		120

				その他		88		49		45		72		50

				計 ケイ		725		748		782		840		830

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.2%		6.8%		9.0%		10.2%		10.0%

												↓手入力 テ ニュウリョク						↓手入力 テ ニュウリョク

				（単位：億円） タンイ オク エン		14F				15F		15F中期 チュウキ				16F		16F中期 チュウキ				17F		17F中期 チュウキ				18F中期 チュウキ		19F中期 チュウキ		20F中期 チュウキ

				B&P		142				179		173				168		180				181		185				185		185		185

				ﾍﾙｽｹｱ		207				234		227				260		237				297		252				348		378		405

				ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾜｰｸ		55				63		63				54		68				57		73				70		75		82

				V&S		66				68		81				69		100				78		150				95		125		133

				ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ		151				152		130				184		120				152		120				112		117		135

				その他		88				49		71				45		65				72		50				30		30		30

				計		725				748		745				782		770				840		830				840		910		970

				営業利益率		6.2%		6.5%		6.8%		7.5%		8.2%		9.0%		9.4%		9.8%		10.2%

				営業利益率								6.6%		6.9%		7.1%		7.4%		8.3%		9.1%		10.0%		9.9%		9.6%		10.8%		11.3%



B	&	P	17F	18F計画	19F計画	20F計画	181.12	185	185	185	ﾍﾙｽｹｱ	17F	18F計画	19F計画	20F計画	297.8	348	378	405	ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾜｰｸ	17F	18F計画	19F計画	20F計画	57.5	70	75	82	V	&	S	17F	18F計画	19F計画	20F計画	78.86	95	125	133	ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ	17F	18F計画	19F計画	20F計画	152.34	112	117	135	その他	17F	18F計画	19F計画	20F計画	72.98	30	30	30	計	

17F	18F計画	19F計画	20F計画	840.6	840	910	970	営業利益率	

17F	18F計画	19F計画	20F計画	0.10175822607123314	9.6428571428571433E-2	0.1076923076923077	0.1134020618556701	









B	&	P	14F	15F	16F	17F	17F中期	142	179	168	181	185	ﾍﾙｽｹｱ	14F	15F	16F	17F	17F中期	207	234	260	297	252	ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾜｰｸ	14F	15F	16F	17F	17F中期	55	63	54	57	73	V	&	S	14F	15F	16F	17F	17F中期	66	68	69	78	150	ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ	14F	15F	16F	17F	17F中期	151	152	184	152	120	その他	14F	15F	16F	17F	17F中期	88	49	45	72	50	計	

14F	15F	16F	17F	17F中期	725	748	782	840	830	営業利益率	

14F	15F	16F	17F	17F中期	6.2E-2	6.8000000000000005E-2	0.09	0.10199999999999999	0.1	









B	&	P	14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	18F中期	19F中期	20F中期	142	179	173	168	180	181	185	185	185	185	ﾍﾙｽｹｱ	14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	18F中期	19F中期	20F中期	207	234	227	260	237	297	252	348	378	405	ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾜｰｸ	14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	18F中期	19F中期	20F中期	55	63	63	54	68	57	73	70	75	82	V	&	S	14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	18F中期	19F中期	20F中期	66	68	81	69	100	78	150	95	125	133	ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ	14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	18F中期	19F中期	20F中期	151	152	130	184	120	152	120	112	117	135	その他	14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	18F中期	19F中期	20F中期	88	49	71	45	65	72	50	30	30	30	計	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	18F中期	19F中期	20F中期	725	748	745	782	770	840	830	840	910	970	営業利益率	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	18F中期	19F中期	20F中期	6.2E-2	6.5000000000000002E	-2	6.8000000000000005E-2	7.5000000000000011E-2	8.2000000000000003E-2	0.09	9.4E-2	9.8000000000000004E-2	0.10199999999999999	









B	&	P	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	142	179	173	168	180	181	185	ﾍﾙｽｹｱ	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	207	234	227	260	237	297	252	ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾜｰｸ	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	55	63	63	54	68	57	73	V	&	S	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	66	68	81	69	100	78	150	ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	151	152	130	184	120	152	120	その他	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	88	49	71	45	65	72	50	計	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	725	748	745	782	770	840	830	営業利益率	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	6.2E-2	6.5000000000000002E-2	6.8000000000000005E-2	7.5000000000000011E-2	8.2000000000000003E-2	0.09	9.4E-2	9.8000000000000004E-2	0.10199999999999999	営業利益率	

14F	15F	15F中期	16F	16F中期	17F	17F中期	6.6000000000000003E-2	6.8500000000000005E-2	7.1000000000000008E-2	7.3999999999999996E-2	8.249999999999999E-2	9.0999999999999998E-2	0.1	









スライド上で合計値を別途入力しなくて済むよう、グラフ上で表示します。

右側の軸で右クリック「軸の書式設定」にて
「軸のオプション」→「最大値」●固定
にチェックを入れ、表示範囲を指定してください。



グラフ2

				【グラフ用】から転記 ヨウ テンキ

						17F		20F

				B&P		181		185

				ヘルスケア		297.8		405

				クリエイティブワーク		57.5		82

				V&S		78.86		133

				ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ		152.34		135						※営業利益は【PL比較】シートから転記 エイギョウ リエキ ヒカク テンキ

				その他 タ		72.98		30

				Total		841		970



														17F実績 ジッセキ										20F計画 ケイカク

												売上高 ウリアゲ ダカ

												営業利益 エイギョウ リエキ						85		億円 オクエン								110		億円 オクエン

																		10.2		％								11.3		％



B&P
181

ヘルスケア
298

クリエイティブワーク
58

V&S
79

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ
152

その他
72

B	&	P	ヘルスケア	クリエイティブワーク	V	&	S	ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ	その他	181.12	297.8	57.5	78.86	152.34	72.98	

B&P
185

ヘルスケア
405

クリエイティブワーク
82

V&S
133

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ
135

その他
30

B	&	P	ヘルスケア	クリエイティブワーク	V	&	S	ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ	その他	185	405	82	133	135	30	

Imaging Chain Innovationを成長エンジンとし、
ヘルスケア、クリエイティブワーク、V&Sを拡大



固定費

				固定費　計算 コテイヒ ケイサン

										17F		17F		18Ｆ		19F		20F

										4月-10月 ガツ ガツ		年度見込 ネンド ミコミ																												要因別増減 ヨウイン ベツ ゾウゲン

										実績 ジッセキ				計画 ケイカク		計画 ケイカク		計画 ケイカク

				個別固定費　A		金型費/金型償却費		経費 ケイヒ		196		337		370		407		448																						34		37		41

						設備費		経費 ケイヒ		1		2		2		3		3						PHCのれん等 トウ																0		0		0

						安全規格申請費用等		経費 ケイヒ		37		64		70		77		85								17F		18F		19F		20F								6		7		8

						保修費/製品保証繰入		経費 ケイヒ		223		382		421		463		509						のれん		135		135		45										38		42		46

						計 ケイ				458		785		863		950		1,045						技術 ギジュツ		70		70		23										78		86		95

				個別固定費　B コベツ コテイヒ		直接賦課開発費 チョクセツ フカ カイハツヒ		経費 ケイヒ		746		1,280		1,280		1,280		1,280						販売 ハンバイ		23														0		0		0

						先行開発分 センコウ カイハツ ブン		経費 ケイヒ								(100)		100						計 ケイ		228		205		68		0								0		(100)		200

						先行投資　追加 センコウ トウシ ツイカ										700		1,100

						ISE開発費 カイハツ ヒ		経費 ケイヒ						(150)		(150)		(150)																						(150)		0		0

						開発人件費 カイハツ ジンケンヒ		人件費 ジンケンヒ		1,932		3,311		3,410		3,513		3,618																						99		102		105

						計 ケイ				2,678		4,591		4,540		5,242		5,948						変動的固定費　増分 ヘンドウ テキ コテイヒ ゾウブン						※集計上、その他固定費で集計 シュウケイ ジョウ タ コテイヒ シュウケイ										(51)		702		705

				その他固定費 タ コテイヒ		間接労務費		人件費 ジンケンヒ		887		1,520		1,565		1,612		1,661								17F		18F		19F		20F								46		47		48

						間接経費 カンセツ ケイヒ		経費 ケイヒ		1,074		1,840		1,840		1,840		1,840						売上高 ウリアゲ ダカ		61,528		72,900		76,300		80,500								0		0		0

						間接費　計				1,960		3,360		3,406		3,453		3,501						増加率 ゾウカ リツ				118.5%		104.7%		105.5%								46		47		48

						販売人件費 ハンバイ ジンケンヒ		人件費 ジンケンヒ		2,467		4,229		4,356		4,487		4,621						経費 ケイヒ		9,558		9,775		9,846		10,237		のれん除く ノゾ						127		131		135

						一般管理人件費 イッパン カンリ ジンケンヒ		経費 ケイヒ		1,634		2,802		2,886		2,972		3,061						増減分 ゾウゲン ブン				232		206		216								84		87		89

						販売費 ハンバイヒ		人件費 ジンケンヒ		1,589		2,723		2,723		2,723		2,723																						0		0		0

						新人 シンジン		人件費 ジンケンヒ						180		180		180																						180		0		0

						OR人員増 EU 100/US 100 ジンインゾウ		人件費 ジンケンヒ								200		200																						0		200		0

						PHC出向者 シュッコウシャ		人件費 ジンケンヒ								(113)		(150)						ISE　固定費減少 コテイヒ ゲンショウ						※集計上、開発費で集計 シュウケイ ジョウ カイハツ ヒ シュウケイ										0		(113)		(38)

						変動的固定費 ヘンドウテキ コテイヒ		経費 ケイヒ						204		202		209								17F 4-10		17F		18F		19F		20F						204		(2)		7

						その他調整 タ チョウセイ		経費 ケイヒ				338		338		338		338																						0		0		0

						その他（17F見込数字合す） タ ミコミ スウジ アワ		経費 ケイヒ				300		300		300		300						ISE固定費 コテイヒ		403		692		429		429		461						0		0		0

						一般管理費 イッパン カンリヒ		経費 ケイヒ		1,291		2,214		2,214		2,214		2,214						増減分 ゾウゲン ブン						(262)		0		32		開発費割合基に カイハツ ワリアイ モト				0		0		0

						販管費　計				6,981		12,606		13,201		13,503		13,697						開発費売上 カイハツヒ ウリアゲ				6,446		4,000		4,000		4,300						595		303		193

						計 ケイ				8,941		15,966		16,606		16,956		17,198						減少割合 ゲンショウ ワリアイ						62.1%		100.0%		107.5%						641		350		242

				のれん等償却 トウ ショウキャク		PHC		経費 ケイヒ		136		228		205		68		0						P台数 ダイスウ				259		150		150		180						(23)		(137)		(68)

						EGD		経費 ケイヒ		115		131		0		0		0						減少割合 ゲンショウ ワリアイ						57.9%		100.0%		120.0%						(131)		0		0

						総計 ソウケイ				12,328		21,700		22,215		23,216		24,190																						514		1,002		974

												億単位でまるめ オクタンイ		22,200		23,200		24,200



				※内訳 ウチワケ																																		既存人件費 キゾン ジンケンヒ		356		367		378		1,100

						人件費 ジンケンヒ		人件費 ジンケンヒ		6,874		11,783		12,235		12,602		12,853																				新人 シンジン		180		0		0		180

						経費 ケイヒ		経費 ケイヒ		5,454		9,917		9,980		9,914		10,237																				のれん		(154)		(137)		(68)		(359)

						計 ケイ				12,328		21,700		22,215		22,516		23,090																				OR		0		200		0		200

																																						PHC		0		(113)		(38)		(150)

				【前提】 ゼンテイ										【先行投資追加】 センコウ トウシ ツイカ																								変動的固定費 ヘンドウテキ コテイヒ		282		84		102		469

				・人件費　3%増/年 ジンケンヒ ゾウ ネン										・AI/Deep Learning展開　19Fより 250M円/年 テンカイ エン ネン																								先行投資 センコウ トウシ		0		(100)		200		100

				・人件費　30人増（新人）/年																																		ISE開発 カイハツ		(150)		0		0		(150)

				　　EJP職級4級相当＋残業20時間にて計算　6,000K円/人年　　集計上、販売費で計上 ショク キュウ キュウ ソウトウ ザンギョウ ジカン ケイサン エン ヒト ネン シュウケイ ジョウ ハンバイヒ ケイジョウ										・記録・配信/カメラ技術と表示技術融合/V&S市場向け展開 R&D キロク ハイシン ギジュツ ヒョウジ ギジュツ ユウゴウ シジョウ ム テンカイ																										514		302		574		1,390

				・人件費　PHC出向者　15名PHCへ戻る　2019年7月 シュッコウ シャ メイ モド ネン ガツ										　19Fより 250M円/年　　開発人員増、開発費、設備費など エン ネン カイハツ ジンインゾウ カイハツ ヒ セツビ ヒ

				　　10,000K円/人年で計算　集計上、販売費で処理 エン ヒト ネン ケイサン

				・物流　国内10%増加　18F ブツリュウ コクナイ ゾウカ										・上記の海外向け営業展開　Sales＆Marketing ジョウキ カイガイ ム エイギョウ テンカイ

				・変動的固定費　モニター売上増の2% ヘンドウテキ コテイヒ ウリアゲ ゾウ										　海外人員　19F 5名 70M円、　20F 15名　200M円 メイ エン メイ エン

				・R&D　19Fより先行開発分　500K円減少 センコウ カイハツ ブン エン ゲンショウ										　販促費　19F 30M円、20F 100M円 ハンソク ヒ エン エン

				・ISE　開発費売上とP台数分減相当を17Fより減少 カイハツヒ ウリアゲ ダイスウ ブン ゲン ソウトウ ゲンショウ





SGA_R&D

				SGA		実績 ジッセキ		公表 コウヒョウ		中期 チュウキ		中期 チュウキ

						17F		18F		19F		20F										（単位：億円） タンイ オク エン		14F		15F		16F		17F		18F計画 ケイカク		19F計画 ケイカク		20F計画 ケイカク

				人件費 ジンケンヒ		6,155		6,540		6,940		7,240										研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ		60		53		51		49		54		53		53

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		493		560		560		690										先行投資 センコウ トウシ				0		5		10		12		18		24

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		920		950		1,050		1,150										計 ケイ		60		53		56		59		66		72		78

				保証修理費/製品保証 ホショウ シュウリ ヒ セイヒン ホショウ		641		700		700		700										売上高研究開発費率 ウリアゲ タカ ケンキュウ カイハツ ヒ リツ		8.3%		7.2%		7.2%		7.0%		7.9%		7.8%		7.9%

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ		5,481		6,170		6,670		7,270

								0																				売上高 ウリアゲ タカ		841		840		910		970

				のれん償却 ショウキャク		251		740		650		600

				その他 タ		3,577		3,640		3,640		3,640																				49

				計 ケイ		17,518		19,300		20,210		21,290																				810

				　うちCSC				1,550		1,600		1,700																				6.0%



				COST		426		480		500		500

				SGA		5,481		6,170		6,670		7,270

				研究開発費計 ケンキュウ カイハツ ヒ ケイ		5,907		6,650		7,170		7,770

				　うちCSC				500		500		500





				固定費 コテイヒ		21,700		23,600		24,600		25,800

				　うちCSC				1,600		1,650		1,750

																						（単位：億円） タンイ オク エン		14F		15F		16F		17F		18F計画		19F計画		20F計画

				増減内訳 ゾウゲン ウチワケ																		人件費 ジンケン ヒ		55		59		59		62		65		69		72

				人件費 ジンケン ヒ				385		400		300										研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ		55		49		53		55		62		67		73

				販管人件費 ハン カン ジンケン ヒ				130		217		224		昇給/新人増/販売拡大のための海外人員増 ショウキュウ シンジン ゾウ ハンバイ カクダイ カイガイ ジンイン ゾウ								その他 タ		62		59		60		59		66		66		68

				海外 OR カイガイ				0		200		0										計 ケイ		173		169		173		175		193		202		212

				CSC				250		25		25										売上高販管費率 ウリアゲ タカ ハンカンヒ リツ		23.8%		22.6%		22.1%		20.8%		23.0%		22.2%		21.9%



				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				689		500		600																		175		193		202		213

				開発人件費 カイハツ ジンケンヒ				0		102		105

				先行開発分 センコウ カイハツ ブン				250		600		600

				ISE開発費 カイハツ ヒ				0		(150)		0

				PHC出向者 シュッコウシャ				0		(113)		(38)

				CSC				450		25		25



				のれん償却 ショウキャク				489		(90)		(50)

				EGD				(120)		0		0

				PHC						(90)		(50)

				CSC				600		0		0



				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

																						（単位：億円） タンイ オク エン				14F						15F						16F						17F						18F計画

																						設備投資 セツビ トウシ				14						48.1						25.1						20.3						62.0

																						新規建物建設等 シンキ タテモノ ケンセツ ナド										0						0												0.0

																						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						20						20.5						23.6						25.6						26.0



研究開発費	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	53	51	49.07	54	53	53	先行投資	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	0.1	5	10	12	18	24	計	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	53	56	59	66	72	78	売上高研究開発費率	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	7.1999999999999995E-2	7.1999999999999995E-2	7.0271234832262663E-2	7.857142857142857E-2	7.8021978021978022E-2	7.9381443298969068E-2	





人件費	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	59	59	61.55	65.400000000000006	69.400000000000006	72.400000000000006	研究開発費	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	49	53	54.81	61.7	66.7	72.7	その他	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	59	60	58.82	65.900000000000006	66	67.8	計	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	169	173	175	193	202	212	売上高販管費率	

15F	16F	17F	18F計画	19F計画	20F計画	0.22600000000000001	0.221	0.20839876278848443	0.22976190476190475	0.22208791208791212	0.21948453608247426	





設備投資	

15F	16F	17F	18F計画	48.1	25.1	20.3	62	新規建物建設等	

15F	16F	17F	18F計画	0	0	0	減価償却費	

15F	16F	17F	18F計画	20.5	23.6	25.6	26	





設備投資	

15F	16F	17F	18F計画	48.1	25.1	20.3	62	新規建物建設等	15F	16F	17F	18F計画	0	0	0	減価償却費	

15F	16F	17F	18F計画	20.5	23.6	25.6	26	







2017.12版



				連結売上高推移　　市場別 レンケツ ウリアゲ タカ スイイ シジョウ ベツ

				（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン																								パターン①		パターン②

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		公表予算 コウヒョウ ヨサン		見込み ミコ		中期 チュウキ				予算目標 ヨサン モクヒョウ		中期目標 チュウキ モクヒョウ		中期目標 チュウキ モクヒョウ		新規Biz含む シンキ フク		15F予算 vs ヨサン		16F見込 vs ミコ		15F見込 vs ミコ		17F予算 vs ヨサン		16F予算 vs ヨサン		16F予算 vs ヨサン		前期比 ゼンキ ヒ				17F vs 18F				17F vs 20F

										14F		15F		16F		17F		17F		17F				18F		19F		20F		20F		14F		15F		15F予算 ヨサン		16F見込 ミコ		16F中期 チュウキ		17F中期 チュウキ		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%

						B&P		海外 カイガイ		9,756		12,322		11,652		12,000		12,700		11,800				13,000		13,000		13,000		13,500		ERROR:#REF!		104.7		ERROR:#REF!		100.8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,248		110.7		100		100.8		100		100.8

								国内 コクナイ		4,508		5,668		5,169		5,000		4,700		5,300				4,800		4,800		4,800		5,300		ERROR:#REF!		88.2		ERROR:#REF!		96.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(169)		96.7		(200)		96.0		(200)		96.0

								計 ケイ		14,264		17,991		16,822		17,000		17,400		17,100				17,800		17,800		17,800		18,800		ERROR:#REF!		99.5		ERROR:#REF!		99.4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,078		106.4		(100)		99.4		(100)		99.4

						HC		海外 カイガイ		12,540		13,015		13,749		16,300		17,300		16,600				18,800		20,500		22,000		22,300		ERROR:#REF!		129.1		ERROR:#REF!		111.9		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,051		122.2		2,000		111.9		5,200		131.0



								国内 コクナイ		8,252		10,392		12,348		12,900		12,500		8,600				12,900		13,600		14,000		18,600		ERROR:#REF!		132.8		ERROR:#REF!		93.5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,452		111.8		(900)		93.5		200		101.4

								計 ケイ		20,793		23,408		26,097		29,200		29,800		25,200				31,700		34,100		36,000		40,900		ERROR:#REF!		130.7		ERROR:#REF!		103.6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		4,503		117.3		1,100		103.6		5,400		117.6

						CW		海外 カイガイ		4,246		4,954		4,317		4,700		4,900		5,700				5,400		5,900		6,500		6,500		ERROR:#REF!		96.9		ERROR:#REF!		112.5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		483		111.2		600		112.5		1,700		135.4

								国内 コクナイ		1,301		1,401		1,152		1,500		1,200		1,600				1,300		1,500		1,700		1,700		ERROR:#REF!		78.5		ERROR:#REF!		118.2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(52)		95.5		200		118.2		600		154.5

								計 ケイ		5,548		6,355		5,470		6,200		6,100		7,300				6,700		7,400		8,200		8,200		ERROR:#REF!		92.8		ERROR:#REF!		113.6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		430		107.9		800		113.6		2,300		139.0

						V&S		海外 カイガイ		3,650		3,319		3,913		5,400		4,300		9,200				6,000		7,000		7,500		7,700		ERROR:#REF!		117.5		ERROR:#REF!		153.8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(13)		99.7		2,100		153.8		3,600		192.3

								国内 コクナイ		2,999		3,550		3,043		3,700		3,800		5,800				4,000		4,600		5,500		5,800		ERROR:#REF!		107.0		ERROR:#REF!		105.3		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		757		124.9		200		105.3		1,700		144.7

								計 ケイ		6,649		6,870		6,956		9,100		8,100		15,000				10,000		11,600		13,000		13,500		ERROR:#REF!		112.1		ERROR:#REF!		129.9		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		744		110.7		2,300		129.9		5,300		168.8

						映像表示システム エイゾウ ヒョウジ		海外 カイガイ		30,907		33,612		33,632		38,400		39,200		44,100				43,200		46,400		49,000		50,000		ERROR:#REF!		114.2		ERROR:#REF!		112.5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		4,768		114.2		4,800		112.5		10,600		127.6

								国内 コクナイ		17,669		21,013		21,715		23,100		22,200		21,900				23,000		24,500		26,000		31,400		ERROR:#REF!		112.8		ERROR:#REF!		97.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,985		109.1		(700)		97.0		2,300		109.7

										48,576		54,625		55,347		61,500		61,400		66,000				66,200		70,900		75,000		81,400		ERROR:#REF!		113.7		ERROR:#REF!		106.6		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6,753		112.2		4,100		106.6		12,900		120.8

						P/Pｽﾛﾓﾆﾀｰ				15,127		15,279		18,408		13,000		13,600		12,000				6,500		6,500		7,000		8,000		ERROR:#REF!		98.2		ERROR:#REF!		43.3		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(3,408)		81.5		(8,500)		43.3		(8,000)		46.7

						P開発費、その他 カイハツ ヒ タ				8,872		4,973		4,527		4,500		6,400		5,000				3,000		3,000		3,000		4,300		ERROR:#REF!		136.7		ERROR:#REF!		44.1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,273		150.2		(3,800)		44.1		(3,800)		44.1

						計 ケイ				72,576		74,878		78,284		79,000		81,400		83,000				75,700		80,400		85,000		93,700		ERROR:#REF!		112.0		ERROR:#REF!		90.2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5,616		107.2		(8,200)		90.2		1,100		101.3

																		81,400						79,200		84,800		90,600																								6,700		108.0

						特定 トクテイ		海外 カイガイ		20,437		21,288		21,979		26,400		26,500		31,500				30,200		33,400		36,000		36,500		ERROR:#REF!		119.8		ERROR:#REF!		118.4		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,521		116.0		4,700		118.4		10,500		141.2

								国内 コクナイ		12,553		15,343		16,543		18,100		17,500		16,000				18,200		19,700		21,200		26,100		ERROR:#REF!		121.9		ERROR:#REF!		97.3		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,157		113.0		(500)		97.3		2,500		113.4

								計 ケイ		32,991		36,631		38,522		44,500		44,000		47,500				48,400		53,100		57,200		62,600		ERROR:#REF!		120.7		ERROR:#REF!		109.5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5,678		114.7		4,200		109.5		13,000		129.4

						ﾓﾆﾀｰ　特定用途割合 トクテイ ヨウト ワリアイ				68%		67%		70%		72%		72%		72%				73%		75%		76%		77%		ERROR:#REF!		1.1		ERROR:#REF!		1.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!







						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾓﾆﾀｰ販売台数 K台 ハンバイ ダイスウ ダイ				308		295		386		258		294		250				150		150		180		150														(68)				(168)				(138)

						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾓﾆﾀｰ売上高比率 % ウリアゲ タカ ヒリツ				20.8%		20.4%		23.5%		16.5%		16.7%		14.5%				8.6%		8.1%		8.2%		8.5%																						-



						為替レート カワセ		USD				120.16		108.34		112		110		125				110		110		110

								EUR				132.6		118.74		115		128		130				130		130		130





2017.12版_重点



		連結売上高　V&S レンケツ ウリアゲ ダカ

		（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		公表計画 コウヒョウ ケイカク		実績 ジッセキ		見込 ミコミ		見込 ミコ		中期 チュウキ				予算目標 ヨサン モクヒョウ		中期 チュウキ		中期 チュウキ		16F見込 vs ミコ		16F見込 vs ミコミ		17F予算 vs ヨサン		17F予算 vs ヨサン		前期比 ゼンキ ヒ				17F vs 18F				17F vs 20F

				商品群 ショウヒン グン				15F		16F		17F		17F		17F1		17F2		17F		17F				18F		19F		20F		16F予算 ヨサン		15F実績 ジッセキ		16F見込 ミコミ		17F中期 チュウキ		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%

				ATC		海外 カイガイ		1,042		1,348		2,083		2,083		493		800		1,300		4,800				2,400		2,600		2,700		62.4		124.8		184.6		50.0		(48)		96.4		1,100		184.6		1,400		207.7

						国内 コクナイ		300		375		307		307		48		400		400		200				400		400		400		130.2		133.2		100.0		200.0		25		106.7		0		100.0		0		100.0

						計 ケイ		1,342		1,723		2,391		2,391		541		1,200		1,700		5,000				2,800		3,000		3,100		71.1		126.6		164.7		56.0		(23)		98.7		1,100		164.7		1,400		182.4

				鉄道 テツドウ		海外 カイガイ																500										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0

						国内 コクナイ																1,000										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0

						計 ケイ		0		0		0		0						0		1,500				0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0

				船舶 センパク		海外 カイガイ		51		58		293		293		20		20		0		1,000				100		100		100		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!		10.0		(58)		0.0		100		ERROR:#DIV/0!		100		ERROR:#DIV/0!

						国内 コクナイ		633		472		503		503		302		300		600		1,000				600		700		800		119.3		94.8		100.0		60.0		128		127.0		0		100.0		200		133.3

						計 ケイ		684		531		796		796		322		320		600		2,000				700		800		900		75.4		87.7		116.7		35.0		70		113.1		100		116.7		300		150.0

				security &		海外 カイガイ		85		304		422		422		139		150		300		500				500		1,200		1,500		71.1		353.4		166.7		100.0		(4)		98.7		200		166.7		1,200		500.0

				surveillance		国内 コクナイ		665		597		1,104		1,104		329		350		700		1,000				800		900		1,000		63.4		105.3		114.3		80.0		103		117.3		100		114.3		300		142.9

						計 ケイ		750		901		1,526		1,526		468		500		1,000		1,500				1,300		2,100		2,500		65.5		133.4		130.0		86.7		100		111.0		300		130.0		1,500		250.0

				FA		海外 カイガイ																0										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						国内 コクナイ																200										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0

						計 ケイ		0		0		0		0						0		200				0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0

				RGS		海外 カイガイ		452		545		621		621		158		250		400		500				600		600		600		64.4		88.5		150.0		120.0		(145)		73.4		200		150.0		200		150.0

						国内 コクナイ		0		0		10		0		0		0		0		500				100		300		1,000		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		20.0		0		ERROR:#DIV/0!		100		ERROR:#DIV/0!		1,000		ERROR:#DIV/0!

						計 ケイ		452		545		631		621		158		250		400		1,000				700		900		1,600		63.4		88.5		175.0		70.0		(145)		73.4		300		175.0		1,200		400.0

				他 タ		海外 カイガイ		1,690		1,658		2,406		1,981		1,021		1,284		2,300		1,900				2,400		2,500		2,600		95.6		136.1		104.3		126.3		642		138.7		100		104.3		300		113.0

						国内 コクナイ		1,952		1,600		2,132		1,786		1,129		1,007		2,100		1,900				2,100		2,300		2,300		98.5		107.6		100.0		110.5		500		131.3		0		100.0		200		109.5

						計 ケイ		3,642		3,258		4,538		3,767		2,150		2,291		4,400		3,800				4,500		4,800		4,900		97.0		120.8		102.3		118.4		1,142		135.1		100		102.3		500		111.4

				V&S		海外 カイガイ		3,320		3,913		5,825		5,400		1,831		2,504		4,300		9,200				6,000		7,000		7,500		73.8		129.5		139.5		65.2		387		109.9		1,700		139.5		3,200		174.4

						国内 コクナイ		3,550		3,044		4,056		3,700		1,807		2,057		3,800		5,800				4,000		4,600		5,500		93.7		107.0		105.3		69.0		756		124.8		200		105.3		1,700		144.7

								6,870		6,957		9,881		9,100		3,638		4,561		8,100		15,000				10,000		11,600		13,000		82.0		117.9		123.5		66.7		1,143		116.4		1,900		123.5		4,900		160.5





		連結売上高　ヘルスケア レンケツ ウリアゲ ダカ



								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		予算 ヨサン		公表計画 コウヒョウ ケイカク		実績 ジッセキ		見込 ミコミ		見込 ミコ		中期 チュウキ				予算目標 ヨサン モクヒョウ		中期 チュウキ		中期 チュウキ		15F見込 vs ミコ		16F予算 vs ヨサン		17F予算 vs ヨサン		16F予算 vs ヨサン		前期比 ゼンキ ヒ				17F vs 18F				17F vs 20F

				商品群 ショウヒン グン				15F		16F		17F		17F		17F1		17F2		17F		17F				18F		19F		20F		15F予算 ヨサン		15F見込 ミコ		16F見込 ミコミ		17F中期 チュウキ		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%		増減額 ゾウゲンガク		%

				M&H		海外 カイガイ		8,325		8,432				9,200		4,807		5,992		10,800		10,500				11,600		12,500		13,300		ERROR:#DIV/0!		129.7		107.4		110.5		2,368		128.1		800		107.4		2,500		123.1

						国内 コクナイ		10,120		11,684				11,600		5,586		6,248		11,800		7,400				11,900		12,100		12,300		ERROR:#DIV/0!		116.6		100.8		160.8		116		101.0		100		100.8		500		104.2

						計 ケイ		18,445		20,116		0		20,800		10,393		12,240		22,600		17,900				23,500		24,600		25,600		ERROR:#DIV/0!		122.5		104.0		131.3		2,484		112.3		900		104.0		3,000		113.3

				IVR		海外 カイガイ		4,459		3,372				3,800		1,726		1,726		3,500		4,100				3,500		3,500		3,500		ERROR:#DIV/0!		78.5		100.0		85.4		128		103.8		0		100.0		0		100.0

						国内 コクナイ		83		95				100		66		66		100		200				100		100		100		ERROR:#DIV/0!		120.5		100.0		50.0		5		105.3		0		100.0		0		100.0

						計 ケイ		4,542		3,467		0		3,900		1,792		1,792		3,600		4,300				3,600		3,600		3,600		ERROR:#DIV/0!		79.3		100.0		83.7		133		103.8		0		100.0		0		100.0

				ORI		海外 カイガイ		231		697				900		340		348		700		2,000				1,000		1,500		1,900		ERROR:#DIV/0!		303.0		142.9		50.0		3		100.4		300		142.9		1,200		271.4

						国内 コクナイ		188		285				700		56		100		200		1,000				400		800		900		ERROR:#DIV/0!		106.4		200.0		40.0		(85)		70.2		200		200.0		700		450.0

						計 ケイ		419		982		0		1,600		396		448		900		3,000				1,400		2,300		2,800		ERROR:#DIV/0!		214.8		155.6		46.7		(82)		91.6		500		155.6		1,900		311.1

				内視鏡 ナイシキョウ		海外 カイガイ		0		1,246				2,400		925		1,475		2,400						2,700		3,000		3,300		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		112.5		ERROR:#DIV/0!		1,154		192.6		300		112.5		900		137.5

						国内 コクナイ		0		283				500		162		238		400						500		600		700		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		125.0		ERROR:#DIV/0!		117		141.3		100		125.0		300		175.0

						計 ケイ		0		1,529		0		2,900		1,087		1,713		2,800						3,200		3,600		4,000		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		114.3		ERROR:#DIV/0!		1,271		183.1		400		114.3		1,200		142.9

				ヘルスケア計 ケイ		海外 カイガイ		13,015		13,747		0		16,300		7,798		9,541		17,300		16,600				18,800		20,500		22,000		ERROR:#DIV/0!		132.9		108.7		113.3		3,553		125.8		1,500		108.7		4,700		127.2

						国内 コクナイ		10,391		12,347		0		12,900		5,870		6,652		12,500		8,600				12,900		13,600		14,000		ERROR:#DIV/0!		120.3		103.2		150.0		153		101.2		400		103.2		1,500		112.0

								23,406		26,094		0		29,200		13,668		16,193		29,800		25,200				31,700		34,100		36,000		ERROR:#DIV/0!		127.3		106.4		125.8		3,706		114.2		1,900		106.4		6,200		120.8

				新規 シンキ		海外 カイガイ																				100		200		300		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		100		ERROR:#DIV/0!		300		ERROR:#DIV/0!

						国内 コクナイ																				3,400		4,200		5,300		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		3,400		ERROR:#DIV/0!		5,300		ERROR:#DIV/0!

						計 ケイ		0		0		0		0		0		0		0		0				3,500		4,400		5,600		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		3,500		ERROR:#DIV/0!		5,600		ERROR:#DIV/0!





スライド



				営業利益率		10%				10.1%





				アミューズメント		15％以下				18%

				売上高比率





				ヘルスケア・クリエイティブワーク・V&S		+150億円				+115億円

				　売上高　14F比







売上集計_17Fまで

				連結市場別売上 レンケツ シジョウ ベツ ウリアゲ

																																										単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン								Update 4.24

																																				売上 ウリアゲ		中期計画 チュウキ ケイカク								実績 ジッセキ		見込 ミコミ

												16F1		16F2		16F		17F1		組替 クミカエ		17F1		17F2		組替 クミカエ		17F2		17F予算 ヨサン		17F1		17F2		公表（まるめ） コウヒョウ		15F		16F		17F				17F1		17F2		17F見通し ミトオ		対16F タイ		対16F中期 タイ チュウキ

								B&P		海外 カイガイ		(187)		(191)		(378)		(184)		(0)		(184)		(211)		(0)		(211)		(395)		184		208		392										(188)		(190)		(407)		108%

												5,490		6,162		11,652		5,690		-54		5,635		6,655		-62		6,593		12,228		5,600		6,400		12,000		11,600		12,200		12,600				6,013		6,694		13,166		113%		104%

										国内 コクナイ		(53)		(83)		(137)		(63)		(0)		(63)		(77)		(0)		(77)		(140)		63		72		135										(54)		(75)		(128)		94%

												1,990		3,178		5,168		2,410		0		2,410		2,935		0		2,935		5,345		2,400		2,600		5,000		5,700		5,800		5,900				2,032		2,678		4,946		96%		84%

												(240)		(274)		(514)		(247)		(0)		(247)		(288)		(0)		(288)		(535)		247		280		527										(242)		(265)		(535)		104%

												7,481		9,341		16,822		8,100		-54		8,046		9,590		-62		9,527		17,573		8,000		9,000		17,000		17,300		18,000		18,500				8,045		9,372		18,111		108%		98%

								HC		海外 カイガイ		(39)		(46)		(86)		(52)				(52)		(51)				(51)		(104)		56		55		111										(44)		(51)		(89)		104%

												6,349		7,399		13,748		7,217		-267		6,950		7,580		-275		7,305		14,255		7,900		8,400		16,300		14,900		15,600		16,600				7,800		9,541		16,961		123%		102%

										EMD						0						0						0		0						0												0		0

																0						0						0		0						0												0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										内視鏡 ナイシキョウ								4				4		5				5		8						0												0		0

																		1,300				1,300		1,610				1,610		2,910						0												0		0

										国内 コクナイ		(40)		(51)		(91)		(39)				(39)		(50)				(50)		(89)		39		50		89										(39)		(48)		(93)		102%

												5,496		6,852		12,348		5,220		-125		5,095		7,398		-187		7,211		12,305		5,400		7,500		12,900		7,800		8,100		8,600				5,872		6,652		12,819		104%		149%

												(80)		(97)		(177)		(95)		(0)		(95)		(105)		(0)		(105)		(200)		95		105		200										(83)		(98)		(182)		103%

		MEDLCD										11,846		14,251		26,097		13,736		-392		13,344		16,588		-462		16,126		29,470		13,300		15,900		29,200		22,700		23,700		25,200				13,672		16,193		29,780		114%		118%

								CW		海外 カイガイ		(19)		(20)		(40)		(21)				(21)		(24)				(24)		(45)		21		24		45										(19)		(25)		(39)		99%

												1,967		2,349		4,316		2,133		-20		2,113		2,627		-25		2,603		4,715		2,100		2,600		4,700		4,900		5,300		5,700				2,250		2,649		4,689		109%		82%

										国内 コクナイ		(6)		(4)		(10)		(7)				(7)		(8)				(8)		(15)		7		6		13										(4)		(6)		(9)		88%

												622		530		1,152		744				744		1,018				1,018		1,762		700		800		1,500		1,400		1,500		1,600				501		671		1,061		92%		66%

												(26)		(24)		(50)		(27)		(0)		(27)		(32)		(0)		(32)		(59)		28		30		58										(24)		(31)		(48)		97%

		CGLCD										2,589		2,880		5,469		2,877		-20		2,857		3,645		-25		3,621		6,477		2,800		3,400		6,200		6,300		6,800		7,300				2,751		3,320		5,749		105%		79%

								IND		海外 カイガイ		(21)		(24)		(45)		(35)				(35)		(31)				(31)		(66)		35		26		61										(21)		(28)		(45)		100%

												1,873		2,039		3,912		2,715		-26		2,689		3,109		-29		3,080		5,770		2,700		2,700		5,400		4,300		5,600		9,200				1,831		2,504		3,986		102%		43%

										国内 コクナイ		(24)		(29)		(53)		(31)				(31)		(35)				(35)		(66)		31		30		61										(29)		(30)		(60)		113%

												1,376		1,666		3,042		1,725				1,725		2,331				2,331		4,056		1,700		2,000		3,700		3,800		4,400		5,800				1,807		2,057		3,900		128%		67%

												(46)		(53)		(99)		(66)		(0)		(66)		(66)		(0)		(66)		(132)		66		56		122										(50)		(58)		(106)		107%

		INDLCD										3,250		3,706		6,956		4,440		-26		4,414		5,440		-29		5,411		9,825		4,400		4,700		9,100		8,100		10,000		15,000				3,638		4,561		7,885		113%		53%

								V&S		海外 カイガイ		(80)		(91)		(171)		(111)		(0)		(111)		(110)		(0)		(110)		(221)		108		100		208										(84)		(103)		(174)		102%

												10,191		11,788		21,979		13,155		-313		12,842		14,650		-329		14,321		27,163		12,790		13,700		26,490		24,100		26,500		31,500				11,881		14,694		25,635		117%		81%

										国内 コクナイ		(71)		(84)		(155)		(77)		(0)		(77)		(93)		(0)		(93)		(171)		81		91		172										(73)		(84)		(162)		105%

												7,495		9,049		16,544		7,899		-125		7,774		11,023		-187		10,836		18,610		7,710		10,300		18,010		13,000		14,000		16,000				8,180		9,379		17,780		107%		111%

												(151)		(174)		(325)		(189)		(0)		(189)		(203)		(0)		(203)		(392)		189		191		380										(157)		(187)		(335)		103%

												17,686		20,838		38,524		21,054		-438		20,616		25,673		-516		25,157		45,773		20,500		24,000		44,500		37,100		40,500		47,500				20,061		24,073		43,415		113%		91%

						映像表示システム エイゾウ ヒョウジ				海外 カイガイ		(267)		(282)		(549)		(295)		(0)		(295)		(321)		(0)		(321)		(616)		292		308		600										(272)		(294)		(581)		106%

												15,681		17,950		33,631		18,845		-368		18,477		21,305		-391		20,913		39,391		18,390		20,100		38,490		35,700		38,700		44,100				17,894		21,388		38,801		115%		88%

										国内 コクナイ		(124)		(167)		(291)		(140)		(0)		(140)		(170)		(0)		(170)		(311)		144		163		307										(126)		(159)		(290)		99%

												9,486		12,228		21,714		10,309		-125		10,184		13,958		-187		13,771		23,956		10,110		12,900		23,010		18,700		19,800		21,900				10,212		12,057		22,725		105%		104%

												(392)		(448)		(840)		(436)		(0)		(436)		(491)		(0)		(491)		(926)		436		471		907										(398)		(453)		(870)		104%

												25,168		30,179		55,347		29,154		-493		28,662		35,263		-578		34,685		63,346		28,500		33,000		61,500		54,400		58,500		66,000				28,106		33,445		61,526		111%		93%

						Pﾓﾆﾀｰ						(249)		(94)		(343)		(171)				(171)		(57)				(57)		(228)		121		107		228										(109)		(115)		(247)

		P										12,561		4,823		17,384		8,997				8,997		3,036				3,036		12,033		6,300		5,700		12,000		13,000		12,000		12,000				5,717		6,059		13,341		77%		111%

						Pﾓﾆﾀｰ　リユース						(4)		35.9		(39)		10.0				(10)		(12)				(12)		(22)		10		12		22										(10)		(10)		(61)

		P										73		784.0		857		204.8				205		297				297		502		200		300		500										558		206		1,230

						Pｽﾛ						(3)		(1)		(4)		(5)				(5)		(3)				(3)		(8)		5		3		8										(50)		(0)		(15)

		PS										121		44		165		273				273		162				162		435		300		200		500										1,013		0		663

						ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ用ﾓﾆﾀｰ　計 ヨウ ケイ						(256)		(131)		(386)		(186)		(0)		(186)		(72)		(0)		(72)		(258)		136		122		258										(170)		(125)		(323)

												12,756		5,652		18,408		9,474		0		9,474		3,495		0		3,495		12,969		6,800		6,200		13,000		13,000		12,000		12,000				7,288		6,265		15,234		83%		127%

		PDEV				Pｿﾌﾄ開発等 カイハツ トウ						1,201		2,243		3,444		2,941				2,941		1,233				1,233		4,174		2,200		1,200		3,400		7,100		6,500		5,000				2,329		3,210		5,732		166%		115%

		SER				サービス等 トウ						405		676		1,081				493		493				578		578		1,071		500		600		1,100										607		300		1,566

						合計						39,532		38,751		78,283		41,570		0		41,570		39,991		0		39,991		81,560		38,000		41,000		79,000		74,500		77,000		83,000				38,330		43,220		84,058		107%		101%



								為替前提 カワセ ゼンテイ		USD																				115.00						112.00				125.00		125.00

										EUR																				115.00						115.00				130.00		130.00

												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!































売上見込

										市場別 シジョウ ベツ		市場別 シジョウ ベツ										市場別 シジョウ ベツ		品目別 ヒンモク ベツ		品目別 ヒンモク ベツ		市場別 シジョウ ベツ																								Q4限界利益計算 ゲンカイ リエキ ケイサン

										17F1		組替 クミカエ		17F1				1609累計 ルイケイ		1610累計 ルイケイ		1710		1711		1712		1711-12組替 クミカエ		17Q4		Q4組替 クミカエ		17F2				17F				15Q4				15Q3累計 ルイケイ						率 リツ		額 ガク				品目別⇒市場別組替 ヒンモク ベツ シジョウ ベツ クミカエ

						B&P		海外 カイガイ		(188)				(188)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(35)		(39)		(34)		(▲5)		(96)		(▲8)		(190)				(379)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!														17F1 

										6,013				6,013				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,246		1,360		1,184		-185		3,368		-278		6,694				12,707				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										B&P		海外 カイガイ		-16.049								1000000

								国内 コクナイ		(54)				(54)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(8)		(13)		(15)		(▲8)		(59)		(▲12)		(75)				(128)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!														(556)				(1,309)

										2,032				2,032				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		231		471		516		-251		2,087		-376		2,678				4,710				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!												国内 コクナイ		-23.914

										(242)		(0)		(242)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(42)		(52)		(49)		(▲13)		(156)		(▲20)		(265)				(507)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!														(753)

										8,045		0		8,045				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,477		1,831		1,700		-436		5,455		-655		9,372				17,417				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										HC		海外 カイガイ		8.542

						HC		海外 カイガイ		(44)				(44)				(30,445)		(35,092)		(7)		(8)		(7)		(3)		(21)		(4)		(51)				(94)				(18,162)				(51,106)		0%														276

										7,800				7,800				5,882,323,333		6,508,494,403		1,529		1,784		1,580		17

松原 彰人 akihito.matsubara: サービス組替75M/Qtr含む。金額はF1実績ベース		4,568		63		9,541				17,341				3,132,679,597				9,883,274,386		0%				44%		2,010						国内 コクナイ		15.173

								EMD						0																				0				0										ERROR:#DIV/0!														551

														0				2,101,831,379		2,508,472,219														0				0				1,040,252,521				858,268,940		0%				10%		0				CW		海外 カイガイ		-0.241

								内視鏡 ナイシキョウ						0				(1,049)		(1,527)														0				0										ERROR:#DIV/0!														(23)				826		62%

								（PHC）						0				330,640,688		472,038,984														0				0										ERROR:#DIV/0!				50%		0						国内 コクナイ		-0.102

								国内 コクナイ		(39)				(39)				(23,497)		(27,929)		(9)		(5)		(5)		(5)		(17)		(8)		(48)				(87)				(30,674)				(65,319)		0%														(10)

										5,872				5,872				2,732,369,455		3,453,612,026		1,071		828		1,128		109		3,316		200		6,652				12,524				2,977,155,062				5,516,830,946		0%				44%		1,459				IND		海外 カイガイ		7.748

										(83)		(0)		(83)				(54,991)		(64,548)		(16)		(13)		(12)		(8)		(38)		(12)		(98)				(181)				(48,836)				(116,425)		0%														304				516		38%

										13,672		0		13,672				11,047,164,855		12,942,617,632		2,600		2,612		2,708		125		7,884		263		16,193				29,865				7,150,087,180				16,258,374,272		0%				44%		3,469						国内 コクナイ		8.843

						CW		海外 カイガイ		(19)				(19)				(19,115)		(22,622)		(3)		(4)		(7)		(▲0)		(11)		(▲0)		(25)				(44)				(9,184)				(32,134)		0%														212

										2,250				2,250				1,997,865,224		2,352,001,710		415		450		451		-8		1,352		-12		2,649				4,899				1,121,660,230				3,832,457,520		0%												海外 カイガイ		0

								国内 コクナイ		(4)				(4)				(4,779)		(5,446)		(1)		(1)		(1)		(▲0)		(4)		(▲0)		(6)				(10)				(6,478)				(8,272)		0%														0				1,342

										501				501				561,026,021		643,019,434		58		61		97		-3		463		-5		671				1,172				495,692,198				906,088,688		0%												国内 コクナイ		0

										(24)		(0)		(24)				(23,894)		(28,068)		(4)		(4)		(8)		(▲0)		(15)		(▲0)		(31)				(54)				(15,662)				(40,406)		0%														0

										2,751		0		2,751				2,558,891,245		2,995,021,144		473		511		548		-11		1,815		-16		3,320				6,071				1,617,352,428				4,738,546,208		0%				40%		726				TOTAL				0

						IND		海外 カイガイ		(21)				(21)				(14,157)		(16,258)		(4)		(4)		(3)		(3)		(11)		(4)		(28)				(49)				(12,193)				(22,002)		0%														0

										1,831				1,831				1,765,774,572		2,020,998,525		367		459		390		101		1,035		152		2,504				4,335				876,491,097				2,443,399,418		0%

								国内 コクナイ		(29)				(29)				(15,084)		(18,212)		(6)		(4)		(3)		(3)		(11)		(4)		(30)				(60)				(14,972)				(57,250)		0%

										1,807				1,807				1,132,107,009		1,383,428,191		616		273		231		71		760		106		2,057				3,864				1,007,448,218				2,542,877,525		0%

										(50)		(0)		(50)				(29,241)		(34,470)		(10)		(7)		(6)		(6)		(21)		(8)		(58)				(108)				(27,165)				(79,252)		0%

										3,638		0		3,638				2,897,881,581		3,404,426,716		983		732		621		172		1,795		258		4,561				8,199				1,883,939,315				4,986,276,943		0%				39%		700

						V&S		海外 カイガイ		(84)		(0)		(84)				(63,717)		(75,326)		(14)		(16)		(18)		(5)		(43)		(8)		(103)				(187)				(39,539)				(105,242)		0%

										11,881		0		11,881				9,917,573,817		11,283,495,621		2,311		2,693		2,421		110		6,955		203		14,694				26,575				5,130,830,923				16,159,131,324		0%										16F見込の前提 ミコミ ゼンテイ

								国内 コクナイ		(73)		(0)		(73)				(43,360)		(51,760)		(16)		(9)		(9)		(8)		(31)		(12)		(84)				(157)				(52,124)				(130,841)		0%

										8,180		0		8,180				6,586,363,864		8,058,569,870		1,745		1,162		1,456		176		4,539		301		9,379				17,559				5,520,547,999				9,824,066,099		0%

										(157)		(0)		(157)				(107,077)		(127,086)		(30)		(24)		(26)		(13)		(74)		(20)		(187)				(344)				(91,663)				(236,083)		0%

										20,061		0		20,061				16,503,937,681		19,342,065,491		4,056		3,855		3,877		286		11,494		505		24,073				44,134				10,651,378,923				25,983,197,423		0%

				映像表示システム エイゾウ ヒョウジ				海外 カイガイ		(272)		(0)		(272)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(49)		(55)		(52)		(0)		(139)		(0)		(294)				(566)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										17,894		0		17,894				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,557		4,053		3,605		-75		10,323		-75		21,388				39,282				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

								国内 コクナイ		(126)		(0)		(126)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(23)		(22)		(23)		(0)		(90)		(0)		(159)				(285)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										10,212		0		10,212				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,976		1,633		1,972		-75		6,626		-75		12,057				22,269				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										(398)		(0)		(398)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(72)		(77)		(75)		(0)		(229)		(0)		(453)				(851)				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										28,106		0		28,106				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5,533		5,686		5,577		-150		16,949		-150		33,445				61,551				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Pﾓﾆﾀｰ						(109)				(109)				(248,766)		(285,897)		(24)		(50)		(6)				(35)				(115)				(224)				(75,877)				(190,011)		0%

										5,717				5,717				12,549,577,895		14,339,279,644		1,292		2,655		292				1,820				6,059				11,776				3,871,024,400				9,924,374,400		0%				45%		819

				Pﾓﾆﾀｰ　リユース						(10)				(10)				(4,158)		(4,612)		(8)		(2)		(0)				0.0				(10)				(20)										ERROR:#DIV/0!

										558				558				75,903,000		170,659,000		152		54		0				0.0				206				764										ERROR:#DIV/0!

				Pｽﾛ						(50)				(50)				(2,642)		(2,642)				(0)		(0)				(0)				(0)				(50)				(0)				(28,671)		0%

										1,013				1,013				124,871,865		125,293,699				0		0				0				0				1,013				0				1,484,059,500		0%				45%		0

				ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ用ﾓﾆﾀｰ　計 ヨウ ケイ						(170)		(0)		(170)				(255,566)		(293,151)		(32)		(52)		(6)		(0)		(35)		(0)		(125)				(294)				(75,877)				(218,682)		0%

										7,288		0		7,288				12,750,352,760		14,635,232,343		1,444		2,709		292		0		1,820		0		6,265				13,553				3,871,024,400				11,408,433,900		0%

				Pｿﾌﾄ開発等 カイハツ トウ						2,329				2,329				1,185,960,000		1,272,770,000		9		690		928				1,583				3,210				5,539				766,943,160				2,897,101,800		0%				15%		237

				サービス等 トウ						607				607				1,940,029		2,624,543								150				150		300				907				262,557,975				1,046,513,659		0%				10%		0

				合計						38,330		0		38,330				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		6,986		9,085		6,797		0		20,352		0		43,220				81,550				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

														19%								21%		30%		4%				9%				14%				17%

																												国内倍率 コクナイ バイリツ		90%								ERROR:#REF!

										16F1		組替 クミカエ		16F1				1609累計		1610累計		1610		1611		1612		組替 クミカエ		16Q4				16F2				16F

						ATC		海外 カイガイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														0				0												0				0				0

								国内 コクナイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														0				0												483,000,000				483,000,000				483,000,000

										(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		483,000,000				483,000,000				483,000,000

						鉄道 テツドウ		海外 カイガイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														0				0												16,000,000				16,000,000				16,000,000

								国内 コクナイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														0				0												0				0				0

										(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		16,000,000				16,000,000				16,000,000								船舶 F2海外新規案件内訳 センパク カイガイ シンキ アンケン ウチワケ

						船舶 センパク		海外 カイガイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!								Pereira		3,600,000

														0				0												38,000,000

松原 彰人 akihito.matsubara: 上期実績+下期新規案件獲得分10M		

松原 彰人 akihito.matsubara: サービス組替75M/Qtr含む。金額はF1実績ベース						38,000,000				38,000,000								Retrofit Vigo		2,200,000

								国内 コクナイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!								French Navy		3,500,000

														0				0												460,000,000

松原 彰人 akihito.matsubara: JRC向け販売見込み
16F2,300台（前期比74％）
15F売上総額の630M円の74％水準を見込とする				460,000,000				460,000,000										9,300,000

										(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		498,000,000				498,000,000				498,000,000

						S&S		海外 カイガイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!								S&S F2海外新規案件内訳 カイガイ シンキ アンケン ウチワケ

														0				0												153,000,000				153,000,000				153,000,000								Netherland city surveillance		17,456,920

								国内 コクナイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!								LA Port		2,520,000

														0				0												0				0				0								Huntsman processs automation		1,115,100

										(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!								ABB		3,776,000

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		153,000,000				153,000,000				153,000,000										24,868,020

						FA		海外 カイガイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														0				0												30,000,000				30,000,000				30,000,000

								国内 コクナイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)																(0)				(0)

														0				0																0				0

										(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		30,000,000				30,000,000				30,000,000

						その他 タ		海外 カイガイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														0				0												-236,997,496				-236,997,496				-236,997,496

								国内 コクナイ						(0)		ERROR:#DIV/0!		(0)												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														0				0												-942,997,943				-942,997,943				-942,997,943

										(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		-1,179,995,439				-1,179,995,439				-1,179,995,439

						産業 サンギョウ		海外 カイガイ		(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		2,504				2,504				2,504

								国内 コクナイ		(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		2,057				2,057				2,057

										(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		4,561				4,561				4,561



										16F1		組替 クミカエ		16F1				6586363864		8058569870		1610		1611		1612		組替 クミカエ		16Q4				16F2				16F

						OR		海外 カイガイ						(0)				(0)																(0)				(0)

						（除く内視鏡） ノゾ ナイシキョウ								0				0												0				0				0				EGD Forecast Basis

								国内 コクナイ						(0)				(0)																(0)				(0)

														0				0												238,000,000				238,000,000				238,000,000				B10　案件別見込　確度高いもの アンケン ベツ ミコミ カクド タカ

										(0)		(0)		(0)				(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		(0)				(0)				(0)

										0		0		0				0		0		0		0		0		0		238,000,000				238,000,000				238,000,000

																														EGD F2 Forecast

								EGD　OR		120,000,000																				100,000,000

										0%

								ATC海外 カイガイ

								ETG		356,596,000																				202055000

								ERS		521,325,000																				337,785,000

								計 ケイ		877,921,000																				539,840,000

										0%







→参考データ





11.株主還元

				配当性向、総還元性向 ハイトウ セイコウ ソウ カンゲン セイコウ

				年次推移 ネンジ スイイ																																予定 ヨテイ		計画 ケイカク		計画 ケイカク		計画 ケイカク

						02F		03F		04F		05F		06F		07F		08F		09F		10F		11F		12F		13F		14F		15F		16F		17F		18F		19F		20F

				配当性向 ハイトウ セイコウ		11.3%		9.5%		14.4%		17.5%		20.6%		41.0%		229.7%		22.6%		31.5%		67.5%		66.7%		21.6%		38.5%		35.5%		30.1%		26.9%		33.8%

				総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ		11.3%		9.5%		14.4%		17.5%		20.6%		41.0%		375.2%		24.9%		31.5%		168.0%		66.7%		21.6%		38.5%		35.5%		30.1%		26.9%		33.8%

						上場以来 ジョウジョウ イライ				直近10年平均 チョッキン ネン ヘイキン				直近5年平均 チョッキン ネン ヘイキン				直近3年平均 チョッキン ネン ヘイキン

				配当性向 ハイトウ セイコウ				28.4%				32.7%				30.3%				31.4%

				総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ				31.1%				35.8%				30.3%				31.4%

				配当金額 ハイトウ キンガク

																																				単位：円 タンイ エン

						02F		03F		04F		05F		06F		07F		08F		09F		10F		11F		12F		13F		14F		15F		16F		17F

				中間 チュウカン		7.5		10		15		25		30		40		40		25		25		25		25		25		30		35		40～50		55～70

				期末 キ マツ		7.5		20		25		30		40		40		30		25		25		25		25		30		30		35		40～50		60～75

				計 ケイ		15.0		30		40		55		70		80		70		50		50		50		50		55		60		70		80～100		115～145



																										※16F～17F　

																										　配当性向を連結当期純利益の40％～50％とした ハイトウ レンケツ トウキ ジュンリエキ

				参考）連結当期純利益の40～50％配当 サンコウ レンケツ トウキ ジュンリエキ ハイトウ																						　場合の配当想定金額

										15F		16F		17F

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ						3,600		4,200		6,000		百万円 ヒャクマンエン

				当期純利益 40% トウキ ジュンリエキ		配当総額 ハイトウ ソウガク				1,440		1,680		2,400		百万円 ヒャクマンエン

						想定年間配当金 ソウテイ ネンカン ハイトウ キン				68		79		113		円 エン

				当期純利益 50% トウキ ジュンリエキ		配当総額 ハイトウ ソウガク				1,800		2,100		3,000		百万円 ヒャクマンエン

						想定年間配当金 ソウテイ ネンカン ハイトウ キン				85		99		141		円 エン





																																						2132070000		2345277000		2558484000

																																						21320700		21320700		21320700

				期 キ		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54

						02F		03F		04F		05F		06F		07F		08F		09F		10F		11F		12F		13F		14F		15F		16F		17F		18F		19F		20F

				当期利益（百万円） トウキ リエキ ヒャクマンエン		2,774		6,971		6,411		7,257		7,713		4,433		682		4,928		3,547		1,637		1,598		5,438		3,322		4,202		5,661		7,139		6,300		7,600		8,500

				平均株式数（千株） ヘイキン カブシキスウ センカブ		20,280		21,751		22,731		22,730		22,730		22,730		22,382		22,321		22,321		22,096		21,321		21,321		21,321		21,321		21,321		21,321		21,321		21,321		21,321

				配当額（円） ハイトウ ガク エン		15		30		40		55		70		80		70		50		50		50		50		55		60		70		80		90		100		110		120

				配当金額（百万円） ハイトウ キンガク ヒャクマンエン		304		682		909		1,250		1,591		1,818		1,562		1,228		1,116		1,088		1,066		1,173		1,279		1,492		1,705		1,919		2,132		2,345		2,558

				自己株式（百万円） ジコ カブシキ ヒャクマンエン														997						1,662

				配当＋自己株（百万円） ハイトウ ジコ カブ ヒャクマンエン		304		682		909		1,250		1,591		1,818		2,559		1,228		1,116		2,750		1,066		1,173		1,279		1,492		1,705		1,919		2,132		2,345		2,558

				配当性向 ハイトウ セイコウ		11.0%		9.4%		14.2%		17.2%		20.6%		41.0%		229.7%		22.6%		31.5%		67.5%		66.7%		21.6%		38.5%		35.5%		30.1%		26.9%		33.8%		30.9%		30.1%

				総還元性向 フサ カンゲン セイコウ		11.0%		9.8%		14.2%		17.2%		20.6%		41.0%		375.2%		24.9%		31.5%		168.0%		66.7%		21.6%		38.5%		35.5%		30.1%		26.9%		33.8%		30.9%		30.1%

																		0.4M株 カブ						1M株 カブ

				配当性向 ハイトウ セイコウ								平均 ヘイキン

						当期利益 トウキ リエキ		平均株式数 ヘイキン カブシキスウ		配当金額 ハイトウ キンガク		当期利益 トウキ リエキ		平均株式数 ヘイキン カブシキスウ		配当金額 ハイトウ キンガク		配当性向 ハイトウ セイコウ

				累計 ルイケイ		96,115		413,961		1,245		5,059		21,912		66		28.4%

				10年 ネン		51,397		213,983		785		5,140		21,398		79		32.7%

				5年 ネン		35,200		106,603		500		7,040		21,321		100		30.3%

				3年 ネン		22,400		63,962		330		7,467		21,321		110		31.4%

				総還元性向 フサ カンゲン セイコウ								平均 ヘイキン

						当期利益 トウキ リエキ		配当＋自己株 ハイトウ ジコ カブ				当期利益 トウキ リエキ		配当＋自己株 ハイトウ ジコ カブ		配当金額 ハイトウ キンガク		総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ

				累計 ルイケイ		96,115		29,878				5,059		1,573		0		31.1%

				10年 ネン		51,397		18,420				5,140		1,842		0		35.8%

				5年 ネン		35,200		10,660				7,040		2,132		0		30.3%

				3年 ネン		22,400		7,036				7,467		2,345		0		31.4%



株主還元　配当性向、総還元性向　　　　　　　




株主還元

						入力箇所 ニュウリョク カショ

								■日本語版 ニホンゴ バン

						（円/株） エン カブ		02F		03F		04F		05F		06F		07F		08F		09F		10F		11F		12F		13F		14F		15F		16F		17F		18F計画 ケイカク

						中間配当 チュウカン ハイトウ		7.5		10		15		25		30		40		40		25		25		25		25		25		30		35		40		45

						期末配当 キマツ ハイトウ		7.5		20		25		30		40		40		30		25		25		25		25		30		30		35		40		45		90

						計 ケイ		15		30		40		55		70		80		70		50		50		50		50		55		60		70		80		90		90		0		0		0		0		0		0

								■英語版 エイゴ バン

						（JPY/Share）		02F		03F		04F		05F		06F		07F		08F		09F		10F		11F		12F		13F		14F		15F		16F		17F		18F Plan

						Interim Dividend		7.5		10		15		25		30		40		40		25		25		25		25		25		30		35		40		45		0		0		0		0		0		0		0

						Year-end Dividend		7.5		20		25		30		40		40		30		25		25		25		25		30		30		35		40		45		90		0		0		0		0		0		0

						total		15		30		40		55		70		80		70		50		50		50		50		55		60		70		80		90		90		0		0		0		0		0		0

								02F		03F		04F		05F		06F		07F		08F		09F		10F		11F		12F		13F		14F		15F		16F		17F		18F計画		0		0		0		0		0		0

						配当性向 ハイトウ セイコウ		11.3%		9.5%		14.4%		17.5%		20.6%		41.0%		229.7%		22.6%		31.5%		67.5%		66.7%		21.6%		38.5%		35.5%		30.1%		27.0%		33.8%

						還元率 カンゲン リツ		11.3%		9.5%		14.4%		17.5%		20.6%		41.0%		375.2%		22.6%		31.5%		168.0%		66.7%		21.6%		38.5%		35.5%		30.1%		27.0%		33.8%

								※手入力 テ ニュウリョク



中間配当	02F	03F	04F	05F	06F	07F	08F	09F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F計画	7.5	10	15	25	30	40	40	25	25	25	25	25	30	35	40	45	期末配当	02F	03F	04F	05F	06F	07F	08F	09F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F計画	7.5	20	25	30	40	40	30	25	25	25	25	30	30	35	40	45	90	計	

02F	03F	04F	05F	06F	07F	08F	09F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F計画	15	30	40	55	70	80	70	50	50	50	50	55	60	70	80	90	90	



Interim Dividend	02F	03F	04F	05F	06F	07F	08F	09F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F Plan	7.5	10	15	25	30	40	40	25	25	25	25	25	30	35	40	45	0	Year-end Dividend	02F	03F	04F	05F	06F	07F	08F	09F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F Plan	7.5	20	25	30	40	40	30	25	25	25	25	30	30	35	40	45	90	total	

02F	03F	04F	05F	06F	07F	08F	09F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F	17F	18F Plan	15	30	40	55	70	80	70	50	50	50	50	55	60	70	80	90	90	



①水色網掛け部分に手入力
②グラフを更新
③縦軸の最大値を調整
④保存

⑤縦軸削除
⑥スライドに貼付
⑦保存せずに終了

※一度縦軸を消すと、再表示するのが面倒なため
　【スライド貼付前に保存＆縦軸削除後貼付→保存せず終了】する。
　



PHCのれん

		内視鏡事業に係る仕訳スケジュール　（毎月） ナイシキョウ ジギョウ カカ シワケ マイツキ



				のれん償却 ショウキャク		無形資産償却（顧客） ムケイ シサン ショウキャク コキャク		無形資産償却（顧客） ムケイ シサン ショウキャク コキャク

		2016"年"8"月"

		2016"年"9"月"

		2016"年"10"月"

		2016"年"11"月"		44,922,500		23,444,444		9,111,111		済 スミ		8～11月分 ガツブン

		2016"年"12"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"1"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"2"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"3"月"		11,230,625		5,861,112		2,277,777

		16F合計 ゴウケイ		89,845,000		46,888,889		18,222,222

		2017"年"4"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"5"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"6"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"7"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"8"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"9"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"10"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"11"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2017"年"12"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,778

		2018"年"1"月"		11,230,625		5,861,111		2,277,776

		2018"年"2"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"3"月"		11,230,625		5,861,112

		17F合計 ゴウケイ		134,767,500		70,333,333		22,777,778

		2018"年"4"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"5"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"6"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"7"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"8"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"9"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"10"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"11"月"		11,230,625		5,861,111

		2018"年"12"月"		11,230,625		5,861,111

		2019"年"1"月"		11,230,625		5,861,111

		2019"年"2"月"		11,230,625		5,861,111

		2019"年"3"月"		11,230,625		5,861,112

		18F合計 ゴウケイ		134,767,500		70,333,333		0

		2019"年"4"月"		11,230,625		5,861,111

		2019"年"5"月"		11,230,625		5,861,111

		2019"年"6"月"		11,230,625		5,861,111

		2019"年"7"月"		11,230,625		5,861,112

		2019"年"8"月"

		2019"年"9"月"

		2019"年"10"月"

		2019"年"11"月"

		2019"年"12"月"

		2020"年"1"月"

		2020"年"2"月"

		2020"年"3"月"

		19F合計 ゴウケイ		44,922,500		23,444,445		0

				404,302,500		211,000,000		41,000,000





ビジネスモデル図





これまでのビジネスモデル

これからのビジネスモデル
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