
P010-0211AGlobal Strings（グローバルストリングス）

世界地図のモルワイデ図法をモチーフにデザインされたGlobal  St r ings。
交錯する繊細な曲線は、島津製作所の精緻な技術が世界に広がること、お客さまのニーズを読み取る細やかさを表現しています。

〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
https://www.shimadzu.co.jp

0200-05001-30AIT



（億円）

3,000

2,500

3,500

2,000

4,000

1,500

1,000

500

19801975197019651960195519501945 1985 1990 20001995 2005 2010 201920151875 1917（年度）

京都の
木屋町二条に

創業

設立（株式会社化）

売上高推移 ※1999年度までは単体、2000年度からは連結ベースで記載している。

最先端の教育器械を提供
1882年発行の商品カタログ

「理化器械目録表」には110点も
の物理器械などを掲載するまで
に事業は拡大しました。

「科学技術で社会に貢献する」
島津製作所は、いつの時代も最先端技術の開発に挑戦し、
社会の発展を支えてきました。
1875年、京都の木屋町二条に創業。

当時の島津製作所は、創業者である初代島津源蔵のもと、

教育用理化学器械の製造を行っていました。

「お客様が必要とするものを提供する」という彼の志は、

息子である二代島津源蔵に受け継がれ、

以来、私たちが展開する事業の隅々にまで息づいています。

今後、世界がますます複雑化・多様化していく中で、

社会が抱える課題も増加・深刻化していくことでしょう。

それらの要求に応えられる革新的な技術や製品、サービスを生み出し続けるために、

島津製作所は、たゆまぬ努力と新たな知見・技術を積み重ね、進み続けます。

科学技術で社会に貢献する

社  是

「人と地球の健康」への願いを実現する
経 営 理 念

理化学器械の
普及・発展

乳房専用PET装置を開発
日本初の乳房専用PET装置を開発。全身用PET
装置と比較し解像度が約2倍、感度は約10倍の検
査能力で、5mm程度の小さながんの発見も期待
できるようになりました。

国産初のトリプル四重極型
質量分析計を開発
高速液体クロマトグラフ質量分析計のリーディングカンパ
ニーとして、新生児マススクリーニングや血中の薬物動態
モニタリングなど臨床分野での活用の場を拡大しています。

検体臨床検査
機器の進化

モジュラー構造の液体クロマトグラフ完成
当時の日本市場にはなかった新しいポンプ方式を採用することで、分析
精度や操作性を飛躍的に向上。モジュラー構造を採用することによって
多様な要求に対応できるようになりました。医薬品の安全性・有効性の
確保を求める製薬産業で本格的な研究開発活動に貢献しました。

医薬品の
安全性・有効性

汎用ガスクロマトグラフの商品化に成功
1956年、日本初のガスクロマトグラフを完成。
翌年には商品化に成功し、先進的な製品として国内
の石油会社に納品されました。同装置は日本化学
会にも出品されて注目を集め、勃興期にあった
日本の石油化学産業の発展に貢献しました。

石油産業の
発展

X線診断に一時代を築く
遠隔操作式X線テレビ
装置を開発
別室での操作により、医師や放射線技師の被ばく
を低減しました。

放射線の
被ばく低減

初代 島津源蔵 二代 島津源蔵

蓄電池の製造を開始
二代 島津源蔵は1897年、当時輸入品に依存して
いた蓄電池の試作品を京都帝国大学理工科大学
の依頼で製作しました。1904年に据置用蓄電池の
製作に成功しました。

安定的な電力
供給の必要性

医療用X線装置を完成
国産最初の医療用X線装置を完成させたのが1909年。その
2年後には、交流電源を用いた大型医療用X線装置を製造し、
大津日赤病院へ納入するなど、日本の医療用X線装置の黎明
期をリードしました。

医療機器の
発展・普及
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世界中のパートナーとともに、革新的な製品・サービスを  
創出することで、より豊かな社会の構築に貢献します。

島津製作所は140年以上にわたり事業を展開してまいり

ました。

今や、分析・計測機器や産業機器はさまざまな産業の

現場で幅広く活用いただいており、お客様の事業を

通して、社会に安心や利便性を届ける一助となって

います。

また、医療機関の診断や治療、新薬の研究開発を支援

する機器は、人びとの健康を守る医師や研究者を

サポートし、その活躍の場を広げています。

一方、近年は、国連が世界共通の行動計画として策定

した「持続可能な開発目標（SDGs）」をはじめとする

グローバルな社会課題の解決を目指した動きが加速し、

企業に求められる期待も大きく変化しています。そして、

これらの社会課題を解決する上で、科学技術の重要性

はますます高まっています。

私たち島津製作所は、顕在化している顧客課題の

解決に加え、複雑化・多様化する社会課題の解決にも

積極的に取り組みます。そのために、これまで以上に世の

中の声を聞き、その時々のニーズに応えられる革新的な

製品・サービスを生み出すことに力を注いでまいります。

すでに私たちは、大学や研究機関、企業など外部との

共同研究に取り組み、新たなイノベーション創出の

ために動き出しています。目指すのは「世界のパート

ナーと社会課題の解決に取り組む企業」です。

平坦な道のりではありませんが、失敗を恐れず、どんな

困難にもひるむことなく立ち向かいます。

人々の願いを実現し、社会に貢献するために、島津

製作所はこれからも挑戦を続けてまいります。

代表取締役 社長 上 田 輝 久

事 業 領 域

科学技術

人の健康

産業の発展安心・安全な
社会

事業活動と持続可能な開発のための目標（SDGs）を照らし合わせ、
「社会の持続的成長」「中長期的な企業価値の向上」を実現

事
業
活
動

事業を通じた
社会課題の解決

（CSV=戦略的CSR）

社会の一員としての
責任ある活動
（基盤的CSR）

3 4

生命現象を解明するライフサイエンスへの貢献
医療システムを支える医薬品や診断・治療機器の提供
人の健康を増進する高機能食品などの開発支援

地球環境を保全するための環境計測技術の提供
安全な社会インフラ整備への貢献

食品安全や輸送機の信頼性などへの貢献

幅広い「高度モノづくり産業の発展」に寄与する
装置および基幹部品の提供
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安心・安全な
社会

産業の発展

人 の   健 康
（ヘルス　ケア）

5 6

事業分野と取り組むテーマ
卓越した科学技術で複雑化する社会課題の解決に貢献しています。

インフラ

半導体

電機

モビ  リティ

マテリアル

化学

環境・エネルギー

食 の 安 全

医　療

●医療機関での診断・治療支援
●病気の超早期検査の実現

●石油化学品や化成品の
　開発・品質管理

●再生可能エネルギーの開発
●大気・水・土壌の分析計測
●産業廃棄物の分析

●航空機の安全な運行と
　搭乗者の快適な環境に寄与
●自動車の安全性・快適性評価試験
●産業車両や建設機械の動力源

医　薬

●医薬品の品質管理
●医薬品の生産設備の管理

●原料の特性評価・成分分析
●残留農薬の測定、風味・食感測定試験
●機能性食品の開発

●社会インフラや産業インフラの
　疲労耐久試験、劣化計測
●各種モニタリングサービス

●半導体の製造工程
●ディスプレイの製造工程

●高機能・軽量な新素材
　などの開発

●電子機器・電気部品の開発・品質管理
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分 析 機 器

最先端の分析技術で

医薬、環境、ライフサイエンスなど

さまざまな分野での研究開発・

品質管理に貢献しています。

病気の早期検査や医薬品開発

液体中に存在する極めて微量な成分の種類や量を測定できます。血液や
尿などに含まれる代謝物や薬効成分を調べることで、がん・認知症のスク
リーニングや医薬品の効果確認などへの応用が期待されています。

液体クロマトグラフ質量分析計

上水道の水質管理と環境保全に関わる分析

試料に含まれる微量成分を高精度に測定できます。環境、食品、化学、
電子／半導体、医薬など幅広い分野で活躍しています。

ガスクロマトグラフ質量分析計

医薬品の含有成分分析、品質管理

試料に含まれる有効成分や不純物の含有量を測定
できます。医薬、生化学、食品、環境など幅広い分野
で利用されています。

高速液体クロマトグラフ

RoHS指令 規制対象元素のスクリーニング

非破壊で固体、粉体、液体などに含まれる元素の種類や量を測定できます。
自動車・電気／電子機器などさまざまな材料・物質のスクリーニング検査
に利用されています。

蛍光X線分析装置

レンズなどの光学特性評価

化学物質の吸光度や発光の強度を測定できま
す。FPD／半導体、光通信、光学材料など先端
分野に貢献しています。

分光光度計

医薬品の洗浄バリデーション

水、ガス、固体内の有機体炭素の総量を測定で
きます。環境調査や医薬品の品質管理、プロ
セス管理などの多彩なニーズに応えます。

全有機体炭素計

微小異物の解析

赤外光の反射や透過を利用して食品や医薬品、
電子部品などに付着した微小異物を観察・解析
できます。

赤外顕微鏡システム

計 測 機 器

精度の高い試験計測技術で

産業分野のモノづくりを製品検査や

品質管理の面からサポート。

暮らしの安心・安全を

確かなものにしています。

各種材料の強度評価

ゴム、プラスチック、金属などの素材から食品、
医薬品、携帯電話、自動車など、あらゆる対象物
の強度試験に利用されています。製品開発、品
質管理の現場で幅広く活躍しています。

精密万能試験機

工業製品の非破壊観察

X線を用い、非破壊で内部状態を解析・検査ができます。微小な電子部品
から自動車のアルミダイカスト製品まで、多彩な用途に対応します。

マイクロフォーカスX線CTシステム スマートフォンの内部観察例

医薬・化粧品の粒子径測定

ナノ粒子を含む、分散・凝集性を評価できます。医薬品やプリンタ用イン
ク、太陽光発電、燃料電池などの分野に貢献しています。

粒子径分布測定装置

工業材料の素材観察

最高1,000万コマ／秒の超高速動画が撮影できます。材料破壊、流体力
学、燃焼、スポーツサイエンスなど、幅広い分野で活用されています。

高速度ビデオカメラ

炭素繊維強化
プラスチック（CFRP）の
高速引張試験の撮像例
撮影速度：1,000万コマ／秒

さまざまな研究開発の精度向上

研究開発の現場にも対応する精密な計量ができます。高い機能性と汎用性
を備え、研究施設のあらゆるニーズにお応えしています。

分析天びん

排水中の窒素・リンの濃度管理

河川等へ排出される窒素およびリンの濃度を
測定できます。クラウド上で排水情報を常に
監視することができ、水質総量規制対応に
活躍しています。

オンライン全窒素・全リン計
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最先端の画像処理技術で、

患者への負担が軽く使用しやすい

医療システムを提供。

世界中の医療現場で、

様々な疾病の

早期発見・早期治療に貢献しています。

医 用 機 器 産 業 機 器

航 空 機 器

安全な運行と搭乗者の快適な環境を実現するために

航空機の揚力や機体姿勢などを制御するフライトコントロー
ルシステム。このシステムにおいて、離着陸を安全に行うため
のフラップ舵面制御システムを手がけています。高品質なメ
カニカル技術や高信頼性の電子制御技術で安全な飛行に貢
献しています。

モビリティ、インフラ等の安心・安全のために

従来技術では検出困難であった、表面付近の隠れた欠陥を可視化する
新しい非破壊検査装置です。検査の省力化や信頼性向上に貢献します。

検査対象の表面に超音波を伝わらせ、そこにレーザーを照射し、
表面の振動状態をカメラで撮影することで、振動の乱れから
内部の欠陥を検出します。

アングル・ギヤボックス
フラップ・アクチュエータ

パワー・ドライブ・
ユニット・ギヤボックス

コントロール・バルブ・モジュール

スタビライザ・トリム・
アクチュエータ

日本人女性のおよそ11人に1人が発症する乳がんをうつ伏せの体勢で
検査します。小さな乳がんを検出することで早期治療を可能とします。

Elmammoでは、乳
頭直下の浸潤がんと
その外尾側の広範
な乳管内進展が明
瞭に描出され、従来
の方法では見えづら
かった高濃度乳腺の
患者でも優れた診断
結果が得られます。

（第24回日本乳癌学
会学術モーニングセ
ミナーより）乳房専用PETシステム

女性の健康のために

回診用X線撮影装置 

病棟のベッドサイドや院内のさまざま
な場所でX線撮影ができ、その場で迅
速な容態確認ができます。感染症や災
害時のX線画像診断にも使用されるX
線装置です。

病棟内を移動しベッドサイドで画像診断

医療デバイスの視認性向
上と被ばく低減を実現

体動に強く、低被ばく撮影
が可能

SCORE RSMSCORE PRO Advance

狭くなった血管を拡げたり、血管にでき
た瘤を塞ぐカテーテル治療で、独自の画
像処理技術を用い、安全で患者負担の
少ない治療を支援します。

心疾患・脳血管疾患のカテーテル治療支援

血管撮影システム 

骨折や肺炎など全身のX線画像診
断に使用されています。近年は画
像処理アプリケーションも広がり、
その用途が拡大しています。

X線画像診断のスタンダード(レントゲン装置)

一般撮影システム

近赤外光で脳活動を計測
し、心の病といわれるうつ
病 の 診 断 補 助 が 可 能 で
す。また脳活動の可視化で
リハビリテーションを支援
します。

心の病の診断や脳卒中リハビリテーションで活躍

近赤外光イメージング装置

骨密度計測

高齢化で増える内臓・骨疾患の画像
診断をこの1台で対応。消化器から腹
部の検査だけでなく骨粗鬆症や変形
性関節症の診断にも対応できます。

健康長寿のために

X線TVシステム

油圧コントロールバルブ

産業車両や建設機械の油圧動力源

フォークリフトなどの産業車両を
はじめ、建設機械、特装車などの
産業車両や農業機械の油圧源と
して、幅広く活用されています。

産業車両の動力系として

油圧歯車ポンプから送り出された
作動油の方向、圧力、流量を制御す
る機器です。当社製品はフォークリ
フトや建設機械などで活用されて
います。

半導体やディスプレイの製造に

半導体やフラットパネルディスプレ
イなどの製造プロセスに欠かせな
い真空環境をつくり出す真空ポン
プです。

自動車や半導体分野で用いられる超硬工具の製造に

真空・加圧下で熱処理し、金属やセラミックス
素材などを焼き固め、強度と一定の形状を得る
装置です。食品の風味向上・栄養素保持技術と
しても注目されています。

真空加圧焼成炉ターボ分子ポンプ

9 10

油圧歯車ポンプ

超音波光探傷装置（MAIVIS TM）
「MIV-500」

「超音波光探傷」技術イメージ
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人々の豊かな暮らしを実現するために

医療

「アドバンスト・ヘルスケア」への取り組み

世界的な高齢化社会の進展に対し、当社は、分析技術と医用技術を融合してヘルスケア領域
で革新的な製品やサービスを創出する「アドバンスト・ヘルスケア」を推進しています。

【認知症の予防】
質量分析システムによって、微量な血液からアルツハイ
マー病変（脳のアミロイドβ異常蓄積）を高精度に検出
する手法を国立長寿医療研究センターとともに確立し
ました。これは、2002年にノーベル化学賞を受賞した
当社シニアフェローの田中耕一が開発した技術の発展
によるものです。
認知症発症前の早期段階でそのリスクを発見すること
で、症状の進行を抑えるさまざまな介入（例えば運動や
脳トレーニング、適切な食事）が可能になります。効果の
見える化には、脳血液の状態を近赤外光で計測する当
社のNIRS（近赤外光イメージング装置）を活用します。

【がんの早期発見など】
質量分析システムを用いて、微量な
血液からがんを早期発見する取り組
みを進めています。がんが発症する
と、血中の代謝物に変化が生じるこ
とが知られています。大学や国立が
ん研究センターなどと共同で、この
指標（バイオマーカー）の開発を推進
しています。
うつ病や生活習慣病などについて
も、さまざまな研究機関と連携して
同様に取り組みを進めています。

〈血液採取〉 〈質量分析〉

低侵襲、低コスト 手軽に検査が可能になり、臨床治験にも有用

アミロイドβ蓄積イメージ（PET検査）
アミロイド陰性 アミロイド陽性

アミロイドβが多く蓄積している
少ない 多い

医薬

医薬品の開発、品質管理に貢献

【ジェネリック医薬品の品質管理】
ジェネリック医薬品の市場が世界的に
拡大しています。特にインドは、世界の
ジェネリック医薬品の供給基地ともい
える存在になりつつあります。
インドを中心に、ジェネリック医薬品の
開発や品質管理で活躍しているのが当
社の高速液体クロマトグラフです。簡便
かつ迅速な分析が可能なこの装置で、多
くの製薬会社がジェネリック医薬品の
品質を管理しています。

食品

「食」の安全、健康増進への取り組み

【残留農薬の分析】

【機能性成分の解析】

食の安全・安心と健康のため
の技術開発推進を目的とした
合意書を2014年に宮崎県と
締結し、その翌年には一般社
団法人食の安全分析センター
を共同で設立し、国内の残留
農薬の分析など、食の安全・安
心と産業振興に貢献していま
す。本取り組みは、2019年に

「第1回 日本オープンイノベー
ション大賞 農林水産大臣賞」
を受賞しました。

「食」による健康増進と機能性成分の解析を目的
に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構と共同した取り組みを進めています。
農産物における健康増進成分の解析が容易にな
り、国内の各産地で機能性成分を含有する農産
物・飲料・食品の開発の進展が期待されます。

宮崎県などと共同開発した超臨界流体抽出／超臨界流体クロマトグラフ「Nexera UC」。
農産物中の残留農薬約500成分を一斉に分析可能。

目に良いとされるルテインを豊富に含む、冷凍野菜として全国初の機
能性表示食品「宮崎育ちのほうれんそう」。

環境

環境汚染改善に貢献

【水質分析】

【大気分析／PM2.5】

環境汚染が問題となっている中国では環境規
制が強化されています。2017年から2018年
にかけた重点汚染源排水規制では、排水や河
川、湖などの水質管理に、当社のオンライン全
窒素・全リン計が約2,000台設置されました。

中国ではPM2.5の原因物質の一つとされる
大気中VOC（揮発性有機化合物）の規制も進
んでおり、当社のオンラインVOC計が大気環
境保全に貢献しています。

11 12
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イノベーションを推進する一貫体制
イノベーションを通じて自社と外部の強みを融合し、研究開発から製品・アプリケーション開発まで一貫した体制を構築しています。

SHIMADZUみらい共創ラボ （2021年開設予定）

「けいはんな学研都市」に位置する基盤技術研究所内（京都府相楽郡精華町）に、新研究棟「SHIMADZU
みらい共創ラボ」を設置。先端分析、脳五感・革新バイオ、AI（人工知能）などの研究開発を推進し、オープン
イノベーションによる新しい価値の創造と社会課題の解決を目指します。

先進的な技術を有する大学や研究機関、民間企業などの重要
顧客と共同研究・共同開発を推進する拠点「イノベーション
センター」。現在、欧米、中国、シンガポールなど世界4拠点に
開設しています。日本のアプリケーション開発センターとの
連携を強化しています。

ヘルスケアR＆Dセンター

2019年6月に「ヘルスケアR&Dセンター」
を本社（京都市）に開設。ヘルスケア関連
の開発部門を集約、技術融合を促進し、得
られた要素技術を早期に製品化すること
で、ヘルスケア領域における革新的な新製
品の開発や、顧客の課題を解決するソ
リューションの開発・提供を実現していきま
す。また、分析計測事業と医用事業の融合
を進めるとともに、先進的顧客や外部研究
者と協働するオープンイノベーションの拠
点に位置づけ、ヘルスケア事業の拡大を
図っていきます。

島津欧州研究所英国 KRATOS中国開発センター（RDC） 島津分析技術研発（上海）有限公司 田中耕一記念質量分析研究所

米国 イノベーションセンター

（2021年予定）

ドイツ イノベーションセンター 中国 質量分析センター シンガポール イノベーションセンター

イノベーションセンター

Shimadzu Tokyo Innovation Plaza 京都本社
アプリケーション開発センター

米　国

日　本

欧　州 中　国 アジア

日　本

ライフサイエンス・環境分野の
新産業を創出するオープンイ
ノベーション拠点。各イノベー
ションセンターのハブ的役割
を担い、分析応用技術の開発
や顧客へのソリューションの提
供・共同研究を推進します。
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事業を通じたSDGsへの貢献

SDGs

SDGsが採択されたことを機に、当社の事業がいかに多くの社会課題と関係し、その解決の
一助となってきたのかを再確認しました。

事業によって貢献している主要なSDGs目標

社
会
へ
の
貢
献
度

高

低

事業活動での実績低 高

取り組み実績例
目標 島津のこれまでの取り組み（一例）

■新生児の先天性異常および疾患の早期診断への貢献
■新生児用診断機器の提供

■がん・心血管疾患などの診断精度の向上・治療の支援
■治療薬開発の支援
■予防医療に向けた代謝物分析
■機能性食品開発支援

■薬物乱用の防止・治療の支援

■自動運転開発を支援（自動車の前方衝突回避システムに用
いられるミリ波レーダー用成膜装置）

■環境、食品中の有害化学物質の検出

目標 島津のこれまでの取り組み（一例）

■水、大気、土壌中の環境汚染物質や内分泌かく乱物質の
測定、モニタリング
■排水管理（半導体製造などの洗浄工程における不純物金属
のモニタリング機器）

■再生可能エネルギーの効率的な発電に資する開発を支援
■輸送機軽量化のための新素材開発を支援
■エネルギー低減に向けた活動を支援（燃費改善・エミッショ
ン低減開発に使用するエンジンモニタ）

■水、大気、土壌中の環境汚染物質や環境ホルモンの測定、
モニタリング
■製品中部材のRoHS規制への対応
■全製品のエコ化推進（エコプロダクツPlus）、消耗品削減、
小型化、有害物質非含有などの開発

ESGへの取り組み

環境経営

私たちは“Eco Solution Provider”として、環境問題の解決を通じた事業活動と企業価値
の拡大を目指し、以下の４つの方向性で取り組みを進めています。
バリューチェーンを含めた事業活動におけるCO₂排出抑制や資源循環への取り組み、環境・
新エネルギー分野における新たなイノベーション創生に資する製品やソリューションの提供、
そして生物多様性保全や森づくり活動などの取り組みを図っていくことで、幅広く社会に貢献
してまいります。

島津グループの環境経営 ４つの方向性

①全製品のエコ化推進
すべての製品について常に省エネや小型化などを図り、製品
ライフサイクルを通じた環境負荷の低減を推進します。

̶地球環境への負荷低減をめざして̶

島津エコプロダクツPlus
当社独自の環境配慮認定製品

電 力

25％　

超高速液体
クロマトグラフ

重 量

72％　

ターボ分子
ポンプ

②事業プロセス全体における
　環境負荷のさらなる低減
太陽光発電などの再生可能エネルギーの積極的利用や
有害化学物質の使用量削減など、サプライヤーとの連携
をより深めて、環境負荷の低減を目指します。

再生可能
エネルギー利用

消費電力の
見える化

化学物質管理 排水管理

③環境・新エネルギー分野での
　ソリューション提供の推進
水・大気・土壌などの環境分析計測機器をはじめ、新素材
や新エネルギーなどの開発課題を解決する製品や技術
を提供しています。

④環境貢献企業としての
　支援活動
生物多様性保全のための森づくり活動や学校での環境教
育授業の実施など、地域や教育機関・団体と連携し、幅広
い活動を展開します。

学校での環境教育活動 森づくり活動による生態系の保全

CO₂排出量削減への取り組み
【島津グループの中長期削減目標の策定】
事業活動によるCO₂排出をできる限
り抑制し、環境負荷低減を図っていく
ことは、社会の一員としての責任で
す。私たちは、2030年度のCO₂排出
量を2017年度比で30%削減する目
標策定を取締役会で決議し、工場建
物への太陽光発電パネルの設置や、
省エネなどの施策に積極的に取り組
んでいます。

屋上に設置した太陽光発電パネル

ハビタット評価認証（JHEP）を取得
ハビタット評価認証とは、
日本生態系協会が生物
多様性の保全や回復に
資する取り組みを客観的
に評価し認証するもので
す。本社三条工場の「島
津の森」は京都府で初の
最高ランク「AAA」評価
を取得しています。

本社三条工場内「島津の森」
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科学技術、主として科学計測およびその周辺の領域におけ
る基礎的な研究において、功労者を表彰する「島津賞」や若手
研究者への「研究
開発助成」など、島
津科学技術振興
財団はさまざまな
支援活動を通じて
日本における科学
技術の振興に貢
献しています。

2017年から経済産業省が日本健康会議と共同で進め
ている、「健康経営優良法人2020 ホワイト500（大規模法人部
門）の認定法人」に2017年から4年連続で選定されています。

週3日の「リフレッシュデー（ノー残業デー）」には、
社員の自己啓発や健康への取り組みを支援して
います。また、全社員が利用できる1時間単位の有給
休暇制度と、家族の育児・介護事由を有する社員が利用でき
る在宅勤務制度を導入して
います。さらに、フレックスタ
イム制度の適用範囲を原則
全社員に拡大し、柔軟な働
き方を推進しています。

※RPA ： Robotic Process Automationの略称で、
　ロボットによる業務自動化

ダイバーシティ・
マネジメント講習会

（2018年2月開催）

リフレッシュデーに英語で社内交流する
Shimadzu English Cafe

X線装置のパイオニアである当社が、日本初のレン
トゲン技師（現 診療放射線技師）の正式養成機関「島津

レントゲン技術講習所」を1927年に創設し、その後2007年
に京都医療科学大
学として開学。創
立以来4,000名を
超える卒業生が全
国の医療機関で活
躍しています。

科学への興味を広げる
「島津ぶんせき体験スクール」

小・中・高生に「理科や科学に興味を持ってもらう“きっかけ”を
提供したい」との思いから、科学スクールを開催しています。
2007年のスタート以来5,000名を超える方々に参加いた
だき、分析装置の科
学原理やしくみを体
感し、科学技術への
興味を深めてもらっ
ています。

多様な人財の活躍推進
経営基幹職がダイバーシティ推進の概要を学ぶ

「ダイバーシティ・マネジメント講習会」を開催して
います。また、イントラネットでは、ダイバーシティ推進に
関する社員意識調査の結果をはじめ、課題や取り組みを公開し

ています。外国人
採用にも積極的
に取り組んでい
ます。

社外からの評価
当社は、女性活躍を推進する企業として2017年
度から4年連続で「なでしこ銘柄」に認定されてい

ます。また、多様な人材の能力を生かし、中長期的な
企業価値向上を実現している企業として「新・ダイバーシティ
経営企業100選」にも選定されています。

ダイバーシティ
経営

多様な働き方の推進 仕事の生産性向上
これまでの仕事のやり方を見直し、AIやIoT、RPA※

による業務の効率化や電子承認システムの導入、
ペーパーレス化などに積極的に取り組んでいます。

特にRPAについては、全社展開に向けて社内講習会を開催
し、法令調査業務や受注データ処理業務、伝票データの自動
入力業務など、定型業務の簡素化に加えて業務品質の向上
につなげています。さらに、社員のパソコン相談窓口業務に、
AIを活用したデジタルアシスタントを活用してます。

働き方改革

CSR

組織形態 監査役会設置会社

コーポレートガバナンスの強化
当社は島津グループの持続的な成長と中長期的
な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナ
ンス・コードを具体的に実践していくため「コーポレー
トガバナンス・ポリシー」を2015年12月に制定しました。
具体的な取り組みの一例として、毎年1回、取締役会の実行性評価
を実施しており、体制や運営が有効に機能するよう継続的な改善
を図っています。なお、当該実効性評価の概要は、「コーポレート
ガバナンス報告書」にて開示しています。
さらに、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を
2018年に新たに設置しました。
当委員会では、役員候補者の指名・選任や取締役等の報酬の決定
にあたって取締役会決議に先立ち審議・答申を行っており、役員の
報酬・指名に関する客観性・透明性を高めることでコーポレート
ガバナンスの強化を図っています。

ガバナンス改革

取締役の人数
（社外取締役）

8名 ※女性1名含む　
（3名 ※うち独立役員は2名)

監査役の人数
（社外監査役）

4名　
（2名 ※うち独立役員は2名)

人数5名（社外取締役3名）

会長（社内取締役）

1年

有　※取締役会で選任 

有限責任監査法人トーマツ

コーポレートガバナンス体制

指名・報酬委員会

取締役会の議長

取締役の任期

執行役員制度の採用

会計監査人

テニスを通じた社会貢献活動
当社では、テニスを通じた社会貢献活動に力を入れています。
日本テニス協会主催の3大トーナメントのひとつ「島津全日
本室内テニス選手権大会」への特別協賛やジュニアテニス教
室の開催など、日
本のテニス界の発
展、地域の振興を
サポートしていま
す。

日本の優れた研究者への
「島津賞」・「研究開発助成」
島津科学技術振興財団
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社員一人ひとりが心身ともに
健康であるために

健康経営優良法人
ホワイト500に認定

当社では、専任の保健師とカウンセラーによる面談や
メンタル面のフォローを通じて社員の健康管理をサポートし
ています。技術や製品を社員に還元する取り組みとして、乳房
専用PET装置による乳がん検診の受診費用を補助しています。
また、2020年4月の就業時間内禁煙を目指して禁煙タイムを
随時拡大するほか、社員が主体的に健康的な習慣を身に付け
るために、健康情報やお薬履歴の閲覧などが可能な健康
ウェブサービス「KenCoM」も導入しています。

健康経営

E S G へ の 取り組 み

医療従事者の育成
学校法人島津学園 京都医療科学大学
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カンパニーデータ

会 社 概 要

商 号

創 業
設 立
本 社 所 在 地

資 本 金
従 業 員
連 結 子 会 社 数

株式会社 島津製作所
Shimadzu Corporation
明治8（1875）年3月
大正6（1917）年9月
〒604-8511
京都市中京区西ノ京桑原町1番地
電話番号　075-823 -1111（代表）
約266億円
単独3,456名　連結13,182名
国内23社　海外53社

（2020年3月31日現在）

役  員

取締役
代 表 取 締 役
代 表 取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役

中本　晃　
上田輝久　
三浦泰夫　
北岡光夫　
山本靖則
澤口　実
和田浩子
花井陳雄

監査役
常 任 監 査 役
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

藤井浩之
小谷崎眞
西尾方宏
西本　強

主な海外拠点

【製造・研究開発体制】
● アプリケーション開発
● 研究・開発

● 製造
★ イノベーションセンター

Kratos Analytical Ltd.
英国 分析機器製造工場

Beijing Shimadzu Medical Equipment Co., Ltd.

中国 医用機器製造工場

Shimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.

米国 分析機器製造工場

Shimadzu Manufacturing Asia Sdn. Bhd.
マレーシア 分析機器製造工場

【販売・サービス体制】
◎ 主要販売会社
● 販売・サービス

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Shimadzu Europa GmbH

Shimadzu Middle East & Africa Fze
UAE Head Office

Shimadzu (China) Co., Ltd.

Shimadzu 
Medical Systems USA

Shimadzu 
Scientific 
Instruments, Inc.

Shimadzu (Asia Pacific) Pte Ltd.

Shimadzu South Africa (Pty) Ltd.

Shimadzu Scientific Instruments (Oceania) Pty. Ltd.
Shimadzu Medical Systems (Oceania) Pty. Ltd.

Shimadzu do Brasil Comercio Ltda.
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代 表 取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役

中本　晃　
上田輝久　
三浦泰夫　
北岡光夫　
山本靖則
澤口　実
和田浩子
花井陳雄

監査役
常 任 監 査 役
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

藤井浩之
小谷崎眞
西尾方宏
西本　強

主な海外拠点

【製造・研究開発体制】
● アプリケーション開発
● 研究・開発

● 製造
★ イノベーションセンター

Kratos Analytical Ltd.
英国 分析機器製造工場

Beijing Shimadzu Medical Equipment Co., Ltd.

中国 医用機器製造工場

Shimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.

米国 分析機器製造工場

Shimadzu Manufacturing Asia Sdn. Bhd.
マレーシア 分析機器製造工場

【販売・サービス体制】
◎ 主要販売会社
● 販売・サービス

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Shimadzu Europa GmbH

Shimadzu Middle East & Africa Fze
UAE Head Office

Shimadzu (China) Co., Ltd.

Shimadzu 
Medical Systems USA

Shimadzu 
Scientific 
Instruments, Inc.

Shimadzu (Asia Pacific) Pte Ltd.

Shimadzu South Africa (Pty) Ltd.

Shimadzu Scientific Instruments (Oceania) Pty. Ltd.
Shimadzu Medical Systems (Oceania) Pty. Ltd.

Shimadzu do Brasil Comercio Ltda.
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医用機器

計測機器

61%

18%

3,854億円

航空機器

8%

その他

2%
高性能な分析機器を提供し、医薬、食品、素材をはじめ、
さまざまな分野で研究や技術開発、品質管理を支援して
います。

的確な診断を支援する医用機器を提供し、
人の健康の維持・向上に貢献しています。

最先端の搭載機器を提供し、「安全、
快適、負担軽減」に役立っています。

産業機器

11%

高性能なキーコンポーネントで
最先端のモノづくりを支援し、産
業の発展に役立っています。

地域別売上高比率 （２０１9年度）

3,854億円

9%
51%

日本

3%
その他

米州

13%

欧州

8%

その他のアジア

16%
中国
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8.37.9
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P010-0211AGlobal Strings（グローバルストリングス）

世界地図のモルワイデ図法をモチーフにデザインされたGlobal  St r ings。
交錯する繊細な曲線は、島津製作所の精緻な技術が世界に広がること、お客さまのニーズを読み取る細やかさを表現しています。

〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
https://www.shimadzu.co.jp

0200-05001-30AIT


