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Summary of First-Half Results

• Both sales and income increased for Industrial Machinery and Aircraft Equipment, sales decreased but income 
increased for Analytical & Measuring Instruments, and both sales and income decreased for Medical Systems.

• For the Analytical & Measuring Instruments segment, sales increased for novel coronavirus detection kits, but 
decreased for automotive and academia, due to school closures.

• For the Medical Systems segment, sales increased for mobile X-ray systems used for pneumonia examinations, but 
demand from healthcare institutions decreased due to worsening financial performance.

Impacts of COVID-19 
pandemic

Recovery of Analytical 
key models and strong 

Industrial TMP sales

• For the Analytical & Measuring Instruments segment, sales of key models (LC, MS, and GC) recovered, mainly for 
pharmaceuticals, food safety, and healthcare institutions, breaking previous records for total second-quarter sales 
and operating income levels for key models.

• For the Industrial Machinery segment, TMP sales continued to be strong due to expanded semiconductor demand, 
mainly for 5G and data center applications.

• Due to impacts from the COVID-19 pandemic, overall sales decreased, but income increased (the first sales 
decrease in four years).

• Operating income, ordinary income, and profit all exceeded previous record levels.
• Operating income and profit exceeded previous record levels for the sixth consecutive year and operating income 

increased for the eighth consecutive year.

Sales decreased and 
income increased

Record operating income, 
ordinary income, and profit

Rapid recovery of Analytical 
& Measuring Instruments 

business in China

• In China, Analytical & Measuring Instruments sales were strong in pharmaceutical and food safety fields, due to 
pharmacopoeia revisions and stricter government regulations, resulting in the second consecutive quarter with 
double-digit sales growth (+10% in Q1, +16 % in Q2, and +13 % for the first half).

• Medical Systems sales also increased by 7 % and Industrial Machinery sales by 8 % in China.
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• Net sales: 178.8 billion yen (-7.7 billion yen or -4 % year-on-year)
• Operating income: 19.6 billion yen (+1.8 billion yen or +10 % year-on-year)
• Operating margin: 11.0 % (+1.4 points year-on-year)

Statement of Income

Net sales: -1.3 billion yen
Operating income: -0.5 billion yen

Net Sales Operating 
Income

USD 1.2 0.4

EUR 0.2 0.07

(Billions of yen)

Foreign Exchange Sensitivity

Exchange Rate Effect

• Revenue recognition standards changed, starting this year:
→ The standard for posting sales changed from the point of 

shipment to the point of installation completion.
(Sales are not posted unless installation is completed.)
Yen impact: +4.1 billion yen in net sales and +1.9 billion yen in 
operating income

Units: Billions of yen FY 2020 FY 2019 Changes
Percent

Increase/
Decrease

Net Sales 178.8 186.5 - 7.7 -4%
Operating Income 19.6 17.9 +1.8 +10%
    Operating Margin 11.0% 9.6% +1.4pt —
Ordinary Income 19.5 18.7 +0.8 +4%
Profit Attributable to Owners of Parent 13.9 13.2 +0.7 +5%

    Average Rate: USD (Yen) 107.0 108.7 - 1.7 -1.6%

                             Euro (Yen) 121.3 121.5 - 0.1 -0.1%

R&D Expenses 7.1 8.5 - 1.3

CAPEX 5.9 9.7 - 3.8

Depreciation and Amortization 7.6 6.5 +1.0

1H YoY
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• Depreciation and amortization:
0.9 billion yen higher due to changes in accounting standards
(Lease standard changed from loan amount to depreciation and 
amortization expense.)


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802		808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%		40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244		279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%		34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786		808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61		45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%		5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51		45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62		45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34		46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26		34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38		33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2		80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1		4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%		5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1		4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2		4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2		3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4		4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6		3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986		1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974		1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136		134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132		134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%		12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133		142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98		98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34		64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38		33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー





										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6		105.7		- 7.1		-7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

																																		• Net Sales (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		97.4		105.7		-8.3		-8%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6		13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

																																		• Operating Income (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		13.2		13.4		-0.2		-2%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%		12.7%		+1.1pt		—								    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3		14.2		- 0.9		-6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8		9.8		- 0.1		-1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                             Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4		6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9



										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		-4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt		—								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.0		108.7		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														                             Euro (Yen)		121.3		121.5		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		1,003		954		+50		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		83		101		▲18		▲18%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		8.3%		10.6%		▲2.3pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		93		98		▲5		▲5%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		75		66		+9		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		22		37		▲ 16										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		33		30		+3										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		100.3		95.4		+5.0		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		8.3		10.1		- 1.8		-18%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		8.3%		10.6%		▲2.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		9.3		9.8		- 0.5		▲5%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		7.5		6.6		+0.9		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		2.2		3.7		- 1.6										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,791		2,818		▲27		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		280		280		▲0		▲0%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		288		285		+3		+1%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		119		140		▲ 21										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		98		86		+12										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		279.1		281.8		- 2.7		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		28.0		28.0		- 0.0		▲0%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		11.9		14.0		- 2.1										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		418		445		▲26		▲6%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		427		455		▲28		▲6%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		177		217		▲ 40										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		133		115		+18										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		17.7		21.7		- 4.0										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,063		1,094		▲30		▲3%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		139		165		▲26		▲16%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.1%		15.1%		▲2.0pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		139		170		▲31		▲18%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		58		78		▲ 20										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		34		29		+5										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		106.3		109.4		- 3.0		-3%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		13.9		16.5		- 2.6		-16%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.1%		15.1%		-2.0pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.8		7.8		- 2.0										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		418		450		▲32		▲7%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		427		455		▲28		▲6%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		177		220		▲ 43										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		133		135		▲ 2										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+179		▲5		▲41		▲4		+49		+19		+196						下端値 カ タン チ		+17.9		-0.5		-4.1		-0.4		+4.9		+19.6						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-46		-50		-1				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+0		▲32		+14		+16		+4





























																																												+134		+0		▲32		+14		+16		+4		+131





3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																												１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		477		463		497		▲20		▲4%		▲7%				54		45		49		+5		+10%				▲9%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt		▲0.2pt				計測 ケイソク		463		497		▲33		▲7%		▲2%				45		49		▲4		▲9%								9.6%		9.9%		▲0.2pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		131		130		134		▲3		▲2%		▲3%				0		▲ 1		▲ 5		+5		-				-				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt		+3.4pt				医用 イヨウ		130		134		▲4		▲3%		▲1%				▲ 1		▲ 5		+5		-								-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		104		103		93		+10		+11%		+10%				10		10		4		+6		+148%				+143%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt		+5.2pt				産業 サンギョウ		102		93		+9		+10%		+13%				10		4		+6		+143%								9.4%		4.3%		+5.2pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		82		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 0		▲1		▲ 1		+1		-				-				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt		+1.6pt				航空 コウクウ		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 1		▲ 1		+1		-								-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		9		8		19		▲10		▲53%		▲57%				2		2		3		▲1		▲42%				▲42%				15.2%		15.2%		15.3%		▲0.1pt		▲0.1pt				その他 タ		8		19		▲11		▲57%		▲53%				2		3		▲1		▲42%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 5		▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+1		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		802		786		808		▲6		▲1%		▲3%				61		51		45		+16		+36%				+13%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt		+0.9pt				合計 ゴウケイ		786		808		▲22		▲3%		+1%				51		45		+6		+13%								6.4%		5.5%		+0.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY								FY 2020		Actual		FY 2019		YoY										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Percent of Actual Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Percent of Actual Increase/
Decrease										Changes		Actual				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		47.7		46.3		49.7		-2.0		-4%		-7%				5.4		4.5		4.9		+0.5		+10%				-9%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt		-0.2pt				AMI		46.3		49.7		-3.3		-7%		-1597%				4.5		4.9		-0.4		-9%				-1244%				9.6%		9.9%		-0.2pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		13.1		13.0		13.4		-0.3		-2%		-3%				0.0		-0.1		-0.5		+0.5		—				—				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt		+3.4pt				MED		13.0		13.4		-0.4		-3%		-3430%				-0.1		-0.5		+0.5		-88%				-213%				-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		10.4		10.3		9.3		+1.0		+11%		+10%				1.0		1.0		0.4		+0.6		+148%				+143%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt		+5.2pt				IE		10.2		9.3		+0.9		+10%		+923%				1.0		0.4		+0.6		+143%				-30%				9.4%		4.3%		+5.2pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		8.2		8.2		6.6		+1.6		+25%		+25%				-0.0		-0.1		-0.1		+0.1		—				—				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt		+1.6pt				AE		8.2		6.6		+1.6		+25%		+306%				-0.1		-0.1		+0.1		-65%				▲253%				-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		1.9		-1.0		-53%		-57%				0.2		0.2		0.3		-0.1		-42%				-42%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt		-0.1pt				Other		0.8		1.9		-1.1		-57%		-275%				0.2		0.3		-0.1		-42%				-337%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments																-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—																				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-10%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		80.2		78.6		80.8		-0.6		-1%		-3%				6.1		5.1		4.5		+1.6		+36%				+13%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt		+0.9pt				Total		78.6		80.8		-2.2		-3%		-3753%				5.1		4.5		+0.6		+13%				+655%				6.4%		5.5%		+0.9pt



				２Q																																								２Q																																												２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		621		611		638		▲17		▲3%		▲4%				118		113		107		+11		+10%				+6%				19.0%		18.5%		16.8%		+2.2pt		+1.9pt				計測 ケイソク		671		614		+56		+9%		+10%				111		107		+4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		▲0.8pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		175		174		215		▲40		▲19%		▲19%				11		10		19		▲9		▲44%				▲48%				6.1%		5.8%		8.9%		▲2.8pt		▲3.1pt				医用 イヨウ		219		193		+26		+14%		+18%				15		12		+3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		101.41		100.46		101.52		▲0		▲0%		▲0%				7.26		6.81		7.26		+0		+0%				▲6%				7.1%		6.8%		7.1%		+0.0pt		+0.3pt				産業 サンギョウ		92		135		▲42		▲31%		▲5%				2		18		▲17		▲91%				▲24%				1.7%		13.5%		▲11.7pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		78		78		86		▲8		▲9%		▲9%				4		5		4		+0		+1%				+3%				5.7%		5.9%		5.1%		+0.6pt		+0.5pt				航空 コウクウ		70		59		+11		+19%		+26%				4		▲ 1		+4		▲507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		10		12		17		▲7		▲40%		▲31%				▲ 0		▲0		3		▲3		-				-				▲1.6%		-2.1%		12.1%		▲13.7pt		▲13.7pt				その他 タ		27		21		+7		+33%		+33%				4		▲ 1		+5		▲402%				▲402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 5		▲3		▲ 7		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		986		970		1,057		▲71		▲7%		▲8%				136		132		134		+1		+1%				▲2%				13.7%		13.6%		12.7%		+1.1pt		+0.8pt				合計 ゴウケイ		(786)		1,021		▲1806		▲177%		+11%				128		130		▲2		▲1%				+22%				-16.3%		12.7%		▲29.0pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				YoY										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		62.1				63.8		-1.7		-3%		-4%				11.8				10.7		+1.1		+10%				+6%				19.0%				16.8%		+2.2pt						AMI		67.1		61.4		+5.6		+9%		+10%				11.1		10.7		+0.4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		-0.8pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		17.5				21.5		-4.0		-19%		-19%				1.1				1.9		-0.9		-44%				-48%				6.1%				8.9%		-2.8pt						MED		21.9		19.3		+2.6		+14%		+18%				1.5		1.2		+0.3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		10.1				10.2		-0.0		-0%		-0%				0.7				0.7		+0.0		0%				-6%				7.2%				7.2%		+0.0pt						IE		9.2		13.5		-4.2		-31%		-5%				0.2		1.8		-1.7		-91%				-24%				1.7%		13.5%		-11.7pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		7.8				8.6		-0.8		▲9%		▲9%				0.4				0.4		+0.0		+1%				+3%				5.7%				5.1%		+0.6pt						AE		7.0		5.9		+1.1		+19%		+26%				0.4		-0.1		+0.4		-507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		1.0				1.7		-0.7		-40%		-31%				-0.0				0.3		-0.3		-109%				-				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		2.7		2.1		+0.7		+33%		+33%				0.4		-0.1		+0.5		-402%				-402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments																-0.5				-0.7		+0.2		-																				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		98.6				105.7		-7.1		-7%		-8%				13.6				13.4		+0.1		+1%				-2%				13.7%				12.7%		+1.1pt						Total		-78.6		102.1		-180.6		-177%		+11%				12.8		13.0		-0.2		-1%				+22%				-16.3%		12.7%		-29.0pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																												上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%		▲5%				172		158		156		+15		+10%		161		+2%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt		+1.0pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%		▲13%				11		9		14		▲3		▲21%		15		▲32%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt		▲0.8pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%		+4%				17		16		11		+6		+52%		12		+53%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt		+2.7pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%		+6%				4		4		3		+1		+36%		3		+30%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt		+0.4pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%		6		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%		▲6%				196		182		179		+18		+10%		185		+2%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt		+0.8pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales														Operating Income																														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y								FY2019				FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%		-5%				17.2				15.6		+1.5		+10%				+2%				15.6%				13.8%		+1.9pt						AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%		-13%				1.1				1.4		-0.3		-21%				-32%				3.6%				4.0%		-0.4pt						MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%		+4%				1.7				1.1		+0.6		+52%				+53%				8.3%				5.8%		+2.6pt						IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%		+6%				0.4				0.3		+0.1		+36%				+30%				2.6%				2.0%		+0.6pt						AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment																-0.9				-1.2		+0		-		0		-																Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%		-6%				19.6				17.9		+1.8		+10%				+2%				11.0%				9.6%		+1.4pt						Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																												3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		627				582		+45		+8%		+4%				80				89		▲10		▲11%				+11%				12.7%				15.4%		▲2.7pt						計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		197				165		+32		+20%		▲4%				2				2		▲1		-				-				0.9%				1.5%		▲0.6pt						医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		97				113		▲16		▲14%		▲4%				4				11		▲7		▲61%				+0%				4.4%				9.7%		▲5.3pt						産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		53				69		▲16		▲24%		▲11%				0				▲ 0		+0		-				-				0.2%				▲0.5%		+0.8pt						航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		29				25		+5		+19%		+19%				7				5		+1		+27%				+27%				12.7%				17.4%		▲4.7pt						その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 9				▲ 6		▲3		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		1,003				926		+77		+8%		▲1%				83				101		▲18		▲18%				+5%				8.3%				10.9%		▲2.6pt						合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2020				FY 2019		YoY								FY 2020				FY 2019		YoY										FY 2020				FY 2019		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Actual Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Actual Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease		Actual				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		109.8		107.4		113.4		-3.7		-3%		-5%				17.2		15.8		15.6		+1.5		+10%		+16080%		+2%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt		+1.0pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		30.6		30.4		34.9		-4.3		-12%		-13%				1.1		0.9		1.4		- 0.3		-21%		+1485%		-32%				3.6%		3.1%		4.0%		-0.4pt		-0.8pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		20.5		20.3		19.5		+1.0		+5%		+4%				1.7		1.6		1.1		+0.6		+52%		+1244%		+53%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt		+2.7pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		16.0		16.0		15.2		+0.8		+5%		+6%				0.4		0.4		0.3		+0.1		+36%		+291%		+30%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt		+0.4pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.9		1.9		3.5		-1.6		-47%		-47%				0.2		0.2		0.6		- 0.4		-71%		+601%		-71%				6.5%		6.5%		13.7%		-7.2pt		-7.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments																- 0.9		▲ 0.8		- 1.2		+0.2		—		-1176%																		Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		178.8		175.6		186.5		-7.7		-4%		-6%				19.6		18.2		17.9		+1.8		+10%		+18525%		+2%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt		+0.8pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																												3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,725				1,693		+32		+2%		+4%				251				245		+6		+2%				+6%				14.6%				14.5%		+0.1pt						計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		503				491		+12		+2%		+4%				13				9		+4		+39%				+57%				2.6%				1.9%		+0.7pt						医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		302				341		▲39		▲11%		▲10%				21				33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%				9.7%		▲2.6pt						産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		213				193		+19		+10%		+11%				4				▲ 3		+7		-				-				2.0%				-1.4%		+3.4pt						航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		48				64		▲16		▲24%		▲24%				8				7		+1		+14%				+14%				13.4%				9.4%		+4.0pt						その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18				▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,791				2,782		+9		+0%		+2%				280				276		+4		+1%				+6%				10.0%				9.9%		+0.1pt						合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales														Operating Income																														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y								FY2019				FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.5				169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1				24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%				14.5%		+0.1pt						AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		50.3				49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3				0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%				1.9%		+0.7pt						MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		30.2				34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1				3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%				9.7%		-2.6pt						IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		21.3				19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4				-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%				-1.4%		+3.4pt						AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		4.8				6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8				0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment																-1.8				-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		279.1				278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0				27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%				9.9%		+0.1pt						Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt









						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				予算 ヨサン		前同比								FY2019				予算 ヨサン		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		627				612		+15		+2%						80				94		▲15		▲16%								12.7%				15.4%		▲2.7pt						計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		197				165		+32		+19%						2				0		+2		-								0.9%				0.0%		+0.9pt						医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		97				107		▲10		▲9%						4				7		▲2		▲34%								4.4%				6.1%		▲1.7pt						産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		53				79		▲26		▲33%						0				1		▲1		-								0.2%				1.6%		▲1.4pt						航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		29				10		+19		+191%						7				6		+1		+16%								15.2%				17.4%		▲2.2pt						その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲9				▲ 9		▲0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		1,003				973		+31		+3%						83				99		▲16		▲16%								8.3%				10.2%		▲1.9pt						合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																												通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,362				2,414		▲52		▲2%		▲1%				358				388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%				16.1%		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		702				691		+11		+2%		+3%				32				23		+9		+37%		15		+47%				4.5%				3.4%		+1.2pt						医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		430				454		▲24		▲5%		▲4%				37				45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%				9.8%		▲1.3pt						産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		300				273		+27		+10%		+11%				8				1		+7		+565%		3		+555%				2.6%				0.4%		+2.2pt						航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		60				80		▲20		▲25%		▲10%				12				14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%				14.1%		+1.3pt						その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク																▲ 446				▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,854				3,912		▲58		▲1%		▲0%				0				445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%				11.4%		▲11.4pt						合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018										FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Increase/
Decrease						Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		236.2				241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8				38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%				16.1%		-0.9pt						AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		70.2				69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2				2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%				3.4%		+1.2pt						MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		43.0				45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7				4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%				9.8%		-1.3pt						IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		30.0				27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8				0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%				0.4%		+2.2pt						AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		6.0				8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2				1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%				14.1%		+1.3pt						Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments																-44.6				-2.6		-42.0		—		0																		Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		385.4				391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0				44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%				11.4%		-11.4pt						Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																												４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		637				721		▲84		▲12%		▲11%				106				142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%				19.8%		▲3.0pt						計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		199				200		▲1		▲1%		+0%				19				14		+5		+36%		15		+41%				9.6%				7.0%		+2.6pt						医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		128				113		+15		+13%		+14%				15				12		+4		+33%		12		+39%				12.0%				10.2%		+1.8pt						産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		88				80		+8		+10%		+10%				4				4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%				4.8%		▲0.5pt						航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		12				16		▲4		▲27%		▲27%				4				6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%				31.5%		▲8.4pt						その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 428				▲ 9		▲419		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,063				1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280				169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%				15.0%		▲41.2pt						合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018										FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Increase/
Decrease						Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		63.7				72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6				14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%				19.8%		-3.0pt						AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		19.9				20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9				1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%				7.0%		+2.6pt						MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.8				11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5				1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%				10.2%		+1.8pt						IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		8.8				8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4				0.4		-0		-4%				+0%				4.2%				4.8%		-0.5pt						AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.2				1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4				0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%				31.5%		-8.4pt						Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments																-42.8				-0.9		-42		—		0		—																Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		106.3				113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0				16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%				15.0%		-41.3pt						Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																												通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362				2,450		▲88		▲4%		▲2%				358				395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%				16.1%		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		702				700		+2		+0%		+1%				32				27		+5		+18%		15		+18%				4.5%				3.9%		+0.7pt						医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		430				440		▲10		▲2%		▲1%				37				37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%				8.4%		+0.1pt						産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		300				295		+5		+2%		+3%				8				8		▲0		-		3		-				2.6%				2.7%		+0.0pt						航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		60				65		▲5		▲8%		▲10%				12				12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%				14.1%		▲0.4pt						その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 446				▲ 29		▲417		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,854				3,950		▲96		▲2%		▲1%				0				450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%				11.4%		▲11.4pt						合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																												４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		637				725		▲88		▲12%		▲11%				106				144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%				19.8%		▲3.0pt						計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		199				197		+2		+1%		+2%				19				14		+5		+35%		15		+5%				9.6%				7.2%		+2.4pt						医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		128				138		▲10		▲7%		▲6%				15				16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%				11.3%		+0.6pt						産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		88				82		+5		+7%		+7%				4				4		▲0		-		3		-				4.2%				4.6%		▲0.3pt						航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		12				17		▲5		▲31%		▲10%				4				4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%				14.1%		▲0.4pt						その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 428				▲ 11		▲417		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,063				1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280				170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%				14.7%		▲41.0pt						合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2020＊

						重点機種 ジュウテン キシュ		586		595		619		624		611		(8)		(+2%)		(+4%)		(+1%)		(▲1%)

						その他 タ		455		516		516		474		463		(53)		(+13%)		(▲0%)		(▲8%)		(▲10%)

						合計 ゴウケイ		1,040		1,111		1,134		1,098		1,074		(60)		(+7%)		(+2%)		(▲3%)		(▲5%)





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				59.5		61.9		62.4		61.1

						Others				51.6		51.6		47.4		46.3

						Total				111.1		113.4		109.8		107.4









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				59.5		61.9		62.4		61.1		100.9%				4.0%		0.9%		4%

						Other				51.6		51.6		47.4		46.3		91.8%				-0.0%		-8.2%		-0%

						Total				111.1		113.4		109.8		107.4		96.8%				2.1%		-3.2%		2%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				5.9		6.2		6.2		6.1

						Others				5.2		5.2		4.7		4.6

						Total				11.1		11.3		11.0		10.7



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


売上高推移　（億円）



FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	594.97	618.52	624	611	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	515.91000000000008	515.66000000000008	473.56999999999994	462.94000000000005	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	1110.8800000000001	1134.18	1097.57	1073.94	



売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+24%)

(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				171		151		169		+2		+1%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、感染症対策に貢献
・産業向け、大学向けなどが減少し、実質減収 カンセンショウ タイサク コウケン サンギョウ ム ダイガク ム ジッシツ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				306		312		328		▲22		▲7%		▲5%

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						中国				137		139		124		+12		+10%		+12%				・医薬品など民需を中心に重点機種が拡大 イヤクヒン ジュウテン キシュ カクダイ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						北米				54		55		58		▲4		▲7%		▲4%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						欧州				49		51		54		▲5		▲9%		▲5%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響し減収
・ロシアでは医薬品、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ゲンシュウ イヤクヒン ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				51		50		67		▲16		▲24%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2020 Actual		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				250		246		288		▲38		▲13%		▲15%

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				145		143		126		+19		+15%		+14%

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				69		71		63		+7		+11%		+13%

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				64		64		67		▲2		▲3%		▲4%

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				70		65		71		▲1		▲1%		▲9%







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				25.0				28.8		-3.8		-13%		-15%

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.9				6.3		+0.7		+11%		+13%

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				6.4				6.7		-0.2		-3%		-4%

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				14.5				12.6		+1.9		+15%		+14%

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				7.0				7.1		-0.1		-1%		-9%





				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		397		457		▲36		▲8%		▲13%				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		677		▲1		▲0%		▲0%				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		282		250		+31		+13%		+13%				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		126		121		+3		+2%		+5%				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		115		120		▲7		▲6%		▲5%				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		115		138		▲17		▲12%		▲17%				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019				FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1				45.7		-3.6		-8%		-13%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1				13.8		-1.7		-12%		-17%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3				12.0		-0.7		-6%		-5%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3				12.1		+0.3		+2%		+5%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1				25.0		+3.1		+13%		+13%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				247				185		+62		+34%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						北米				70				69		+2		+3%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						その他
アジア ホカ				88				52		+36		+68%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						中国				114				164		▲50		▲31%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						欧州				73				65		+8		+12%		+2%				・ロシア好調が継続





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				24.7				18.5		+6.2		+34%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				7.0				6.9		+0.2		+3%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				8.8				5.2		+3.6		+68%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				11.4				16.4		-5.0		-31%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.3				6.5		+0.8		+12%		+2%





				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				668				642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				395				414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				194				189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				186				186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				209				190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				934				1,008		▲74		▲7%		▲7%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				541				479		+62		+13%		+15%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				246				262		▲16		▲6%		▲4%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				233				247		▲14		▲6%		+0%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				243				268		▲25		▲9%		▲8%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				93.4				100.8		-7.4		-7%		-7%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				24.3				26.8		-2.5		-9%		-8%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				24.6				26.2		-1.6		-6%		-4%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				23.3				24.7		-1.4		-6%		+0%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				54.1				47.9		+6.2		+13%		+15%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				266				366		▲101		▲27%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				146				65		+81		+124%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				52				73		▲21		▲29%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				47				61		▲14		▲23%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				34				78		▲44		▲57%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				26.6				36.6		-10.1		-27%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				3.4				7.8		-4.4		-57%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				5.2				7.3		-2.1		-29%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				4.7				6.1		-1.4		-23%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				14.6				6.5		+8.1		+124%		+0%
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6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+8%		・医薬品・医療機関がグローバルで増加 イヤクヒン イリョウ キカン ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国が増加したもの、中国以外は減少
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク ゾウカ チュウゴク イガイ ゲンショウ ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		▲10%		・大学は一時的な閉鎖により減少
・官公庁は入札の延期などにより減少
・公的予算の投入や入札再開により
　回復傾向 ダイガク イチジテキ ヘイサ ゲンショウ カンコウチョウ ニュウサツ エンキ ゲンショウ コウテキ ゾウカ テン カイフク





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		35.2%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		21.5%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		16.1%

		その他 ホカ		27.3%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						-10%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+8%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		35.2%

				Industry		21.5%

				Academia/Government		16.1%

				Others		27.3%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019				FY2020		FY2020＊

				X線 セン		220		233		241				232		225		(233)				ERROR:#NAME?		-100.0%		-100%		(16)		6%		3%		-4%		-7%

						6%

				その他 タ		86		93		108				74		79		(93)				8.0%		-100.0%		-100%		(29)		8%		16%		-32%		-27%

				合計 ゴウケイ		306		326		349				306		304		(326)				6.6%		-100.0%		-100%		(45)		7%		7%		-12%		-13%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019

				X-Ray Systems		22.0		23.3				0.0						(23)				ERROR:#NAME?		-100.0%		-100%

				Other		8.6		9.3				0.0						(9)				8.0%		-100.0%		-100%

				Total		30.6		32.6				0.0						(33)				6.6%		-100.0%		-100%































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	X線	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	233.49	241.07	232.42	225	その他	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	92.990000000000009	107.69	73.760000000000019	78.88	合計	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	326.48	348.76	306.18	303.88	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		68		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ				53		49		66		▲13		▲20%		▲26%												4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		9		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		10		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		9		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2020 Actual		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		96		143		▲51		▲35%		▲33%

																												海外 カイガイ				94		91		59		+35		+59%		+54%

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		24		18		+5		+28%		+30%

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		12		9		+3		+33%		+30%

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		12		17		▲4		▲23%		▲32%

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		14		12		+7		+55%		+18%







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2				14.3		-5.1		-35%		-33%

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3				1.8		+0.5		+28%		+30%

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2				0.9		+0.3		+33%		+30%

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3				1.7		-0.4		-23%		-32%

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9				1.2		+0.7		+55%		+18%







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		164		223		▲64		▲29%		▲27%				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		140		125		+22		+17%		+12%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		43		36		+7		+20%		+22%				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		24		22		+6		+29%		+5%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		21		17		+4		+25%		+25%				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		22		25		+2		+7%		▲12%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019				FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9				22.3		-6.4		-29%		-27%				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3				3.6		+0.7		+20%		+22%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7				2.5		+0.2		+7%		-12%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1				1.7		+0.4		+25%		+25%				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9				2.2		+0.6		+29%		+5%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				152				90		+62		+69%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				8				15		▲7		▲47%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				7				12		▲5		▲39%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				10				20		▲10		▲51%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				9				16		▲6		▲40%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				15.2				9.0		+6.2		+69%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				0.8				1.5		-0.7		-47%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				0.7				1.2		-0.5		-39%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.0				2.0		-1.0		-51%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				0.9				1.6		-0.6		-40%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				311				275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				51				60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				36				44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				28				33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				38				43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				431				402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				73				81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52				58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				37				43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				52				53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				43.1				40.2		+2.9		+7%		+7%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				7.3				8.1		-0.9		-11%		-9%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2				5.8		-0.6		-10%		-9%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				3.7				4.3		-0.6		-14%		-9%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				5.2				5.3		-0.1		-2%		-0%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				120				126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22				21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				16				14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9				10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				14				10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019				FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.0				12.6		-0.7		-5%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2				2.1		+0.1		+5%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.6				1.4		+0.2		+11%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9				1.0		-0.1		-11%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				1.4				1.0		+0.3		+33%		-26%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019				FY2020				FY2020＊														TMP

				TMP		43		89		96		70				101		-26%		99		7%		-26%		43%		41%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		63		65		66				53		1%		54		4%		1%		-18%		-18%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		53		67		59				51		-12%		50		28%		-12%		-13%		-15%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		205		228		195				205		-15%		203		11%		-15%		5%		4%						Others

																																		その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

														-26%																				Total

														1%																				合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

														-12%																								50%		7%

														-15%

																																						11%		4%



																																						6%		28%



																																						24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018				FY 2019

				TMP		4.3				9.6				7.0

				Hydraulic Equipment		3.1				6.5				6.6

				Other		1.9				6.7				5.9

				Total		9.3				22.8				19.5































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	95.52	70.34	100.57	99.45	油圧機器	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	65.16	65.53	53.43	53.72	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	67.17	58.849999999999994	51.090000000000011	50.290000000000006	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	227.85000000000002	194.72	205.09	203.46	



TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



9.5519999999999996	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



6.516	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

6.7170000000000005	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ



		民航15億円：＋4億円（＋35%） 

		防衛50億円：＋7億円（＋15％）　 オクエン オクエン











		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020

		民航 タミ ワタル		20		25				30				20				23%		21%		23%		-34%

		防衛 ボウエイ		111		99				121				140				22%		-11%		22%		15%

		合計 ゴウケイ		132		124				152				160				22%		-6%		22%		5%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		2.0		2.5				3.0				2.0

		Defense		11.1		9.9				12.1				14.0

		Total		13.2		12.4				15.2				16.0





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2018	FY2019	FY2020	24.75	30.47	20.159999999999997	防衛	

FY2018	FY2019	FY2020	99.48	121.35	139.79	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	124.23	151.82	159.94999999999999	





11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

				目次 モクジ

								通期 ツウキ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2020		期初予想 キショ ヨソウ		FY2019		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		3,650		3,400		3,854		+250		+6.5%		▲204		▲5.3%		-140		-4%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		380		220		418		+160		+38.2%		▲38		▲9.2%		-17		-4%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.4%		6.5%		10.9%		+3.9pt		-		▲0.4pt		-						+3.9pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		375		220		427		+155		+36.3%		▲52		▲12.1%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		270		160		318		+110		+34.6%		▲48		▲15.0%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		106		105		109		+1		+0.9%		▲3		▲2.6%						+1.0				-16.68		-2.86		-19.54

						　ユーロ（円） エン		118		115		121		+3		+2.5%		▲3		▲2.4%						+3.0				-5.56		-1.001		-6.561



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		160		160		169		+0		+0.0%		▲9		▲5.3%

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		120		120		177		+0		+0.0%		▲57		▲32.1%

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		150		150		133		+0		+0.0%		+17		+13.2%



				指標 シヒョウ		EPS（円） エン		110.41				101.26						+9.15

						ROE（%）		11.7%				11.7%						ー

						ROA（%）		10.6%				10.6%						ー







						Units: Billions of yen		Full-Year						Beginning-of-Year Estimate Vs. Actual				YoY

								FY 2020		Beginning-of-Year Estimate 		FY 2019		Changes		Percent Increase/
Decrease		Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects

				Business Results		Net Sales		365.0		340.0		385.4		+25.0		+6.5%		-20.4		-5.3%		- 14.0		-4%

						Operating Income		38.0		22.0		41.8		+16.0		+38.2%		-3.8		-9.2%		- 1.7		-4%

						  Operating Margin		10.4%		6.5%		10.9%		+3.9pt		—		-0.4pt		—

						Ordinary Income		37.5		22.0		42.7		+15.5		+36.3%		-5.2		-12.1%

						Profit Attributable to Owners of Parent		27.0		16.0		31.8		+11.0		+34.6%		-4.8		-15.0%



				Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106		105		109		+1		+0.9%		-3		-2.6%

						Euro (Yen)		118		115		121		+3		+2.5%		-3		-2.4%



				Major
Investments		R&D Expenses		16.0		16.0		16.9		+0		+0.0%		-0.9		-5.3%

						CAPEX		12.0		12.0		17.7		+0		+0.0%		-5.7		-32.1%

						(Depreciation and Amortization)		15.0		15.0		13.3		+0		+0.0%		+1.7		+13.2%







						4Qのみ

								4Q						当初予想比 トウショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		859		609		1,072		+250		ERROR:#VALUE!		-213		-20%		-149		-14%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		100		(60)		143		+160		-100%		-42		-30%		-21		-14%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.7%		-9.8%		13.3%		+21.5pt		-		▲1.6pt		-						+21.5pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		87		-68		142		+155		-100%		▲ 55		▲39%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		56		-54		123		+110		-100%		▲ 67		▲54%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		108.0		105.0		110.2		+3.0		+2.9%		▲ 2.2		▲2.0%						+3.0				-13.38		-5.17		-18.55

						　ユーロ（円） エン		120.0		120.0		125.2		+0.0		0.0%		▲ 5.2		▲4.1%						+0.0				-4.46		-1.8095		-6.2695



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		39		42		50		-3				-12

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		1		(20)		37		+21				-36

						（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ		52		64		47		-12				+5





				下期 シモキ



								通期 ツウキ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2020		期初予想 キショ ヨソウ		FY2019		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		1,862		1,612		1,990		+250		+12.6%		▲127		▲6.4%		-63		-3%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		184		24		240		+160		+66.7%		▲56		▲23.4%		-34		-14%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		9.9%		1.5%		12.1%		+8.4pt		-		▲2.2pt		-						+8.4pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		180		25		240		+155		+64.6%		▲60		▲24.8%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		131		21		185		+110		+59.4%		▲54		▲29.4%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		105		105		109		+0		+0.0%		▲4		▲3.6%						+0.0				-23.4		-5.58		-28.98

						　ユーロ（円） エン		115		115		120		▲0		▲0.3%		▲6		▲4.6%						▲ 0.3				-7.8		-1.953		-9.753



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		89		89		84		+0		+0.0%		+5		+5.4%

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		61		61		79		+0		+0.0%		▲19		▲23.7%

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		74		74		67		+0		+0.0%		+7		+10.4%









&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,280		2,565		2,362		▲ 82		▲3%		▲285				335		415		358		▲ 23		▲6%		▲80				14.7%		16.2%		15.1%		▲0.4pt



				医用 イヨウ		620		710		702		▲ 82		▲12%		▲90				24		27		32		▲ 8		▲25%		▲3				3.9%		3.8%		4.5%		▲0.7pt



				産業 サンギョウ		425		450		430		▲ 5		▲1%		▲25				37		37		37		+0		+1%		+0				8.7%		8.2%		8.5%		+0.2pt



				航空 コウクウ		285		300		300		▲ 15		▲5%		▲15				6		9		8		▲ 2		▲24%		▲3				2.1%		3.0%		2.6%		▲0.5pt



				その他 タ		40		75		60		▲ 20		▲33%		▲35				5		13		12		▲ 7		▲58%		▲8				8.6%		14.0%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 27		▲ 31		▲ 28		+1		-		+4

				合計 ゴウケイ		3,650		4,100		3,854		▲ 204		▲5%		▲450				380		470		418		▲ 38		▲9%		▲90				10.4%		11.5%		10.9%		▲0.4pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		228.0		256.5		236.2		-8.2		-3%		-28.5				33.5		41.5		35.8		-2.3		-6%		-8.0				14.7%		16.2%		15.1%		-0.4pt



				MED		62.0		71.0		70.2		-8.2		-12%		-9.0				2.4		2.7		3.2		-0.8		-25%		-0.3				3.9%		3.8%		4.5%		-0.7pt



				IM		42.5		45.0		43.0		-0.5		-1%		-2.5				3.7		3.7		3.7		+0		+1%		+0.0				8.7%		8.2%		8.5%		+0.2pt



				AE		28.5		30.0		30.0		-1.5		-5%		-1.5				0.6		0.9		0.8		-0.2		-24%		-0.3				2.1%		3.0%		2.6%		-0.5pt



				Other		4.0		7.5		6.0		-2.0		-33%		-3.5				0.5		1.3		1.2		-0.7		-58%		-0.8				8.6%		14.0%		15.4%		-6.8pt

				Adjustments																-2.7		-3.1		-2.8		+0.1		—		+0.4

				Total		365.0		410.0		385.4		-20.4		-5%		-45.0				38.0		47.0		41.8		-3.8		-9%		-9.0				10.4%		11.5%		10.9%		-0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		555		840		669		▲ 114		▲17%		▲285				84		164		112		▲ 28		▲25%		▲80				15.1%		19.5%		16.8%		▲1.7pt



				医用 イヨウ		117		207		211		▲ 94		▲45%		▲90				11		14		23		▲ 12		▲51%		▲3				9.5%		6.8%		10.7%		▲1.2pt



				産業 サンギョウ		123		148		89		+33		+37%		▲25				16		16		4		+12		+339%		+0				12.7%		10.6%		4.0%		+8.7pt



				航空 コウクウ		72		87		107		▲ 35		▲32%		▲15				2		5		11		▲ 9		▲83%		▲3				2.5%		5.5%		9.9%		▲7.4pt



				その他 タ		(8)		27		(4)		▲ 4		+103%		▲35				(3)		5		5		▲ 8		▲170%		▲8				104.1%		14.7%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲9		▲13		▲11		+2				+4

				合計 ゴウケイ		859		1,309		1,072		▲ 213		▲20%		▲450				100		190		143		▲ 42		▲30%		▲90				11.7%		14.5%		13.3%		▲1.6pt



				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,280		2,565		2,110		+170		+8%		▲285				335		415		223		+112		+50%		▲80				14.7%		16.2%		10.6%		+4.1pt



				医用 イヨウ		620		710		610		+10		+2%		▲90				24		27		5		+19		+380%		▲3				3.9%		3.8%		0.8%		+3.1pt



				産業 サンギョウ		425		450		415		+10		+2%		▲25				37		37		28		+9		+32%		+0				8.7%		8.2%		6.7%		+2.0pt



				航空 コウクウ		285		300		215		+70		+33%		▲15				6		9		▲19		+25		▲132%		▲3				+2.1%		3.0%		▲8.8%		+10.9pt



				その他 タ		40		75		50		▲ 10		▲20%		▲35				5		13		9		▲ 4		▲44%		▲8				8.6%		14.0%		13.2%		▲4.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 27		▲ 31		▲ 26		▲ 1		-		+4

				合計 ゴウケイ		3,650		4,100		3,400		+250		+7%		▲450				380		470		220		+160		+73%		▲90				10.4%		11.5%		6.5%		+3.9pt











				上期 カミキ



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134		▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156		+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349		▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14		▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195		+10		+5%		▲245				17		37		11		+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152		+8		+5%		▲140				4		9		3		+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35		▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6		▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 9		▲ 31		▲ 12		+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865		▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179		+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt





				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,182		2,565		1,228		▲ 46		▲4%		▲1383				163		2,565		201		▲ 38		▲19%		▲2402				13.8%		100.0%		16.4%		▲2.6pt



				医用 イヨウ		314		710		353		▲ 39		▲11%		▲396				13		710		18		▲ 5		▲28%		▲697				4.1%		100.0%		5.0%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		220		450		236		▲ 16		▲7%		▲230				20		450		25		▲ 6		▲22%		▲430				9.1%		100.0%		10.8%		▲1.8pt



				航空 コウクウ		125		300		149		▲ 24		▲16%		▲175				2		300		5		▲ 3		▲61%		▲298				1.5%		100.0%		3.3%		▲1.8pt



				その他 タ		21		75		24		▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6		▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 16		▲ 2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		1,862		4,100		1,990		▲ 127		▲6%		▲2238				184		4,100		240		▲ 56		▲23%		▲3916				9.9%		100.0%		12.1%		▲2.2pt







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁				▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン				×		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■回診車は、下期も一定の需要を期待
■経営が厳しい状況が継続するが、政府補助金による設備投資増を見込む カイシン シャ シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ ケイエイ キビ ジョウキョウ ケイゾク セイフ ホジョキン セツビ トウシ ゾウ ミコ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回診車は、下期も一定の需要を期待
■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				▲		■中国は好調継続、フォークリフト・小型建機の需要は回復傾向 チュウゴク コウチョウ ケイゾク コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		▲1%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		▲5%





						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY 2020

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		-4%











14_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




15_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+31%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+31%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%









&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









16＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%







								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+46%		+36%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-7%		-20%











施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





17＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+6%		▲2%		+4%				+1%		+4%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		32%		32%		32%				37%		33%

				医用 イヨウ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%

				TMP

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%

				全社 ゼンシャ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+16%		+13%		+13%		+8%		+12%				+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				27%		27%		27%		27%		27%				29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%





				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+6%		-2%		+4%				+1%		+4%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		32%		32%		32%				37%		33%



				Medical Systems 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		-2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		-8%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%



				TMP

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%









Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet4

		地域 チイキ		国 クニ		事業 ジギョウ		稼働状況 カドウ ジョウキョウ		備考 ビコウ

		アジア		日本 ニホン		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ

				中国 チュウゴク		計測 ケイソク		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月10日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						医用 イヨウ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月10日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						産業（油圧） サンギョウ ユアツ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月18日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						産業（真空炉） サンギョウ シンクウ ロ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月20日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

				マレーシア		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月18日~4月5日まで休止、4月6日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

				フィリピン		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月19日~3月29日まで休止、3月30日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

		欧州 オウシュウ		イギリス		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		稼働中 カドウチュウ

		北米 ホクベイ		アメリカ		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		稼働中 カドウチュウ

				アメリカ		航空 コウクウ		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月20日~3月26日まで休止、3月27日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

				開発 カイハツ		製造 セイゾウ		販売・サービス ハンバイ

		日本 ニホン		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		中国 チュウゴク		通常出勤 ツウジョウ シュッキン

		その他アジア ホカ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		欧州 オウシュウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		北米 ホクベイ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

				主要セグメント シュヨウ		バリューチェーンへの影響 エイキョウ		備考 ビコウ

		日本 ニホン		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		中国 チュウゴク		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		通常通り ツウジョウ ドオ		工場は1月末から2月中旬まで停止。オフィスは2月中旬から業務を開始、3月中旬には通常 コウジョウ ガツ マツ ガツ チュウジュン テイシ ガツ チュウジュン ギョウム カイシ ガツ チュウジュン ツウジョウ

		北米 ホクベイ		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		欧州 オウシュウ		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		その他アジア ホカ		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ		フィリピンとマレーシアの工場は3月中旬から4月上旬まで停止 コウジョウ ガツ チュウジュン ガツ ジョウジュン テイシ





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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• Exchange rate effect: -0.5 billion yen The yen value increased 2 %, year-on-year, against the US dollar and was 
almost unchanged against the euro.

• Effect of sales decrease: -4.1 billion yen
• Decrease in profitability: -0.4 billion yen Profitability decreased due to segment mix changes and other factors.
• Decrease in expenses: +4.9 billion yen Expenses decreased due to expense-reduction measures and restrictions on 

sales activities.
• Revenue recognition standards: +1.9 billion yen

17.9
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AMI: Sales decreased and income increased ■ Though overall sales decreased due to lower sales of non-key models, increased sales 
of key models resulted in record operating income, in terms of both yen value and 
percent.

MED: Sales and income decreased ■ Sales of X-ray systems increased for pneumonia examinations, but demand stalled due 
to worsening financial performance of healthcare institutions impacted by COVID-19.

IM: Sales and income increased ■ Sales were strong, driven by TMP sales for semiconductor manufacturing equipment, 
with sales growth in Japan, North America, China, and other Asian countries.

AE: Sales and income increased ■ Large projects for the Ministry of Defense compensated for continuing severe business 
conditions in the commercial aircraft market.

Sales and Income by Business Segment
• AMI: Analytical & Measuring Instruments, MED: Medical Systems, IM: Industrial Machinery, AE: Aircraft Equipment 

• Net sales are external sales and operating margins are calculated by 
dividing external plus internal sales by operating income.

YoY

Units:
Billions of yen Changes

Percent
Increase/
Decrease

Changes
Percent
Increase/
Decrease

Increase/
Decrease

AMI 109.8 113.4 -3.7 -3% 17.2 15.6 +1.5 +10% 15.6% 13.8% +1.8pt

MED 30.6 34.9 -4.3 -12% 1.1 1.4 - 0.3 -21% 3.6% 4.0% -0.4pt

IM 20.5 19.5 +1.0 +5% 1.7 1.1 +0.6 +52% 8.3% 5.8% +2.5pt

AE 16.0 15.2 +0.8 +5% 0.4 0.3 +0.1 +36% 2.6% 2.0% +0.6pt

Other 1.9 3.5 -1.6 -47% 0.2 0.6 - 0.4 -71% 6.5% 13.7% -7.2pt
Adjustments - 0.9 - 1.2 +0.2 —

Total 178.8 186.5 -7.7 -4% 19.6 17.9 +1.8 +10% 11.0% 9.6% +1.4pt

Operating Income

FY 2020 FY 2019 FY 2020 FY 2019 FY 2020

Net Sales

FY 2019

YoY YoY
Operating Margin


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802		808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%		40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244		279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%		34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786		808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61		45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%		5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51		45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62		45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34		46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26		34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38		33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2		80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1		4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%		5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1		4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2		4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2		3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4		4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6		3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986		1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974		1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136		134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132		134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%		12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133		142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98		98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34		64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38		33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー





										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6		105.7		- 7.1		-7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

																																		• Net Sales (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		97.4		105.7		-8.3		-8%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6		13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

																																		• Operating Income (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		13.2		13.4		-0.2		-2%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%		12.7%		+1.1pt		—								    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3		14.2		- 0.9		-6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8		9.8		- 0.1		-1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                             Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4		6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9



										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		-4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt		—								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.0		108.7		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														                             Euro (Yen)		121.3		121.5		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		1,003		954		+50		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		83		101		▲18		▲18%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		8.3%		10.6%		▲2.3pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		93		98		▲5		▲5%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		75		66		+9		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		22		37		▲ 16										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		33		30		+3										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		100.3		95.4		+5.0		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		8.3		10.1		- 1.8		-18%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		8.3%		10.6%		▲2.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		9.3		9.8		- 0.5		▲5%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		7.5		6.6		+0.9		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		2.2		3.7		- 1.6										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,791		2,818		▲27		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		280		280		▲0		▲0%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		288		285		+3		+1%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		119		140		▲ 21										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		98		86		+12										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		279.1		281.8		- 2.7		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		28.0		28.0		- 0.0		▲0%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		11.9		14.0		- 2.1										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		418		445		▲26		▲6%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		427		455		▲28		▲6%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		177		217		▲ 40										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		133		115		+18										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		17.7		21.7		- 4.0										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,063		1,094		▲30		▲3%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		139		165		▲26		▲16%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.1%		15.1%		▲2.0pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		139		170		▲31		▲18%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		58		78		▲ 20										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		34		29		+5										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		106.3		109.4		- 3.0		-3%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		13.9		16.5		- 2.6		-16%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.1%		15.1%		-2.0pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.8		7.8		- 2.0										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		418		450		▲32		▲7%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		427		455		▲28		▲6%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		177		220		▲ 43										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		133		135		▲ 2										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+179		▲5		▲41		▲4		+49		+19		+196						下端値 カ タン チ		+17.9		-0.5		-4.1		-0.4		+4.9		+19.6						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-46		-50		-1				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+0		▲32		+14		+16		+4





























																																												+134		+0		▲32		+14		+16		+4		+131





3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																												１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		477		463		497		▲20		▲4%		▲7%				54		45		49		+5		+10%				▲9%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt		▲0.2pt				計測 ケイソク		463		497		▲33		▲7%		▲2%				45		49		▲4		▲9%								9.6%		9.9%		▲0.2pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		131		130		134		▲3		▲2%		▲3%				0		▲ 1		▲ 5		+5		-				-				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt		+3.4pt				医用 イヨウ		130		134		▲4		▲3%		▲1%				▲ 1		▲ 5		+5		-								-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		104		103		93		+10		+11%		+10%				10		10		4		+6		+148%				+143%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt		+5.2pt				産業 サンギョウ		102		93		+9		+10%		+13%				10		4		+6		+143%								9.4%		4.3%		+5.2pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		82		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 0		▲1		▲ 1		+1		-				-				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt		+1.6pt				航空 コウクウ		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 1		▲ 1		+1		-								-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		9		8		19		▲10		▲53%		▲57%				2		2		3		▲1		▲42%				▲42%				15.2%		15.2%		15.3%		▲0.1pt		▲0.1pt				その他 タ		8		19		▲11		▲57%		▲53%				2		3		▲1		▲42%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 5		▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+1		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		802		786		808		▲6		▲1%		▲3%				61		51		45		+16		+36%				+13%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt		+0.9pt				合計 ゴウケイ		786		808		▲22		▲3%		+1%				51		45		+6		+13%								6.4%		5.5%		+0.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY								FY 2020		Actual		FY 2019		YoY										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Percent of Actual Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Percent of Actual Increase/
Decrease										Changes		Actual				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		47.7		46.3		49.7		-2.0		-4%		-7%				5.4		4.5		4.9		+0.5		+10%				-9%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt		-0.2pt				AMI		46.3		49.7		-3.3		-7%		-1597%				4.5		4.9		-0.4		-9%				-1244%				9.6%		9.9%		-0.2pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		13.1		13.0		13.4		-0.3		-2%		-3%				0.0		-0.1		-0.5		+0.5		—				—				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt		+3.4pt				MED		13.0		13.4		-0.4		-3%		-3430%				-0.1		-0.5		+0.5		-88%				-213%				-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		10.4		10.3		9.3		+1.0		+11%		+10%				1.0		1.0		0.4		+0.6		+148%				+143%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt		+5.2pt				IE		10.2		9.3		+0.9		+10%		+923%				1.0		0.4		+0.6		+143%				-30%				9.4%		4.3%		+5.2pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		8.2		8.2		6.6		+1.6		+25%		+25%				-0.0		-0.1		-0.1		+0.1		—				—				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt		+1.6pt				AE		8.2		6.6		+1.6		+25%		+306%				-0.1		-0.1		+0.1		-65%				▲253%				-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		1.9		-1.0		-53%		-57%				0.2		0.2		0.3		-0.1		-42%				-42%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt		-0.1pt				Other		0.8		1.9		-1.1		-57%		-275%				0.2		0.3		-0.1		-42%				-337%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments																-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—																				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-10%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		80.2		78.6		80.8		-0.6		-1%		-3%				6.1		5.1		4.5		+1.6		+36%				+13%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt		+0.9pt				Total		78.6		80.8		-2.2		-3%		-3753%				5.1		4.5		+0.6		+13%				+655%				6.4%		5.5%		+0.9pt



				２Q																																								２Q																																												２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		621		611		638		▲17		▲3%		▲4%				118		113		107		+11		+10%				+6%				19.0%		18.5%		16.8%		+2.2pt		+1.9pt				計測 ケイソク		671		614		+56		+9%		+10%				111		107		+4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		▲0.8pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		175		174		215		▲40		▲19%		▲19%				11		10		19		▲9		▲44%				▲48%				6.1%		5.8%		8.9%		▲2.8pt		▲3.1pt				医用 イヨウ		219		193		+26		+14%		+18%				15		12		+3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		101.41		100.46		101.52		▲0		▲0%		▲0%				7.26		6.81		7.26		+0		+0%				▲6%				7.1%		6.8%		7.1%		+0.0pt		+0.3pt				産業 サンギョウ		92		135		▲42		▲31%		▲5%				2		18		▲17		▲91%				▲24%				1.7%		13.5%		▲11.7pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		78		78		86		▲8		▲9%		▲9%				4		5		4		+0		+1%				+3%				5.7%		5.9%		5.1%		+0.6pt		+0.5pt				航空 コウクウ		70		59		+11		+19%		+26%				4		▲ 1		+4		▲507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		10		12		17		▲7		▲40%		▲31%				▲ 0		▲0		3		▲3		-				-				▲1.6%		-2.1%		12.1%		▲13.7pt		▲13.7pt				その他 タ		27		21		+7		+33%		+33%				4		▲ 1		+5		▲402%				▲402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 5		▲3		▲ 7		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		986		970		1,057		▲71		▲7%		▲8%				136		132		134		+1		+1%				▲2%				13.7%		13.6%		12.7%		+1.1pt		+0.8pt				合計 ゴウケイ		(786)		1,021		▲1806		▲177%		+11%				128		130		▲2		▲1%				+22%				-16.3%		12.7%		▲29.0pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				YoY										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		62.1				63.8		-1.7		-3%		-4%				11.8				10.7		+1.1		+10%				+6%				19.0%				16.8%		+2.2pt						AMI		67.1		61.4		+5.6		+9%		+10%				11.1		10.7		+0.4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		-0.8pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		17.5				21.5		-4.0		-19%		-19%				1.1				1.9		-0.9		-44%				-48%				6.1%				8.9%		-2.8pt						MED		21.9		19.3		+2.6		+14%		+18%				1.5		1.2		+0.3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		10.1				10.2		-0.0		-0%		-0%				0.7				0.7		+0.0		0%				-6%				7.2%				7.2%		+0.0pt						IE		9.2		13.5		-4.2		-31%		-5%				0.2		1.8		-1.7		-91%				-24%				1.7%		13.5%		-11.7pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		7.8				8.6		-0.8		▲9%		▲9%				0.4				0.4		+0.0		+1%				+3%				5.7%				5.1%		+0.6pt						AE		7.0		5.9		+1.1		+19%		+26%				0.4		-0.1		+0.4		-507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		1.0				1.7		-0.7		-40%		-31%				-0.0				0.3		-0.3		-109%				-				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		2.7		2.1		+0.7		+33%		+33%				0.4		-0.1		+0.5		-402%				-402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments																-0.5				-0.7		+0.2		-																				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		98.6				105.7		-7.1		-7%		-8%				13.6				13.4		+0.1		+1%				-2%				13.7%				12.7%		+1.1pt						Total		-78.6		102.1		-180.6		-177%		+11%				12.8		13.0		-0.2		-1%				+22%				-16.3%		12.7%		-29.0pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																												上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%		▲5%				172		158		156		+15		+10%		161		+2%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt		+1.0pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%		▲13%				11		9		14		▲3		▲21%		15		▲32%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt		▲0.8pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%		+4%				17		16		11		+6		+52%		12		+53%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt		+2.7pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%		+6%				4		4		3		+1		+36%		3		+30%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt		+0.4pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%		6		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%		▲6%				196		182		179		+18		+10%		185		+2%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt		+0.8pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales														Operating Income																														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y								FY2019				FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%		-5%				17.2				15.6		+1.5		+10%				+2%				15.6%				13.8%		+1.9pt						AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%		-13%				1.1				1.4		-0.3		-21%				-32%				3.6%				4.0%		-0.4pt						MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%		+4%				1.7				1.1		+0.6		+52%				+53%				8.3%				5.8%		+2.6pt						IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%		+6%				0.4				0.3		+0.1		+36%				+30%				2.6%				2.0%		+0.6pt						AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment																-0.9				-1.2		+0		-		0		-																Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%		-6%				19.6				17.9		+1.8		+10%				+2%				11.0%				9.6%		+1.4pt						Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																												3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		627				582		+45		+8%		+4%				80				89		▲10		▲11%				+11%				12.7%				15.4%		▲2.7pt						計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		197				165		+32		+20%		▲4%				2				2		▲1		-				-				0.9%				1.5%		▲0.6pt						医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		97				113		▲16		▲14%		▲4%				4				11		▲7		▲61%				+0%				4.4%				9.7%		▲5.3pt						産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		53				69		▲16		▲24%		▲11%				0				▲ 0		+0		-				-				0.2%				▲0.5%		+0.8pt						航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		29				25		+5		+19%		+19%				7				5		+1		+27%				+27%				12.7%				17.4%		▲4.7pt						その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 9				▲ 6		▲3		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		1,003				926		+77		+8%		▲1%				83				101		▲18		▲18%				+5%				8.3%				10.9%		▲2.6pt						合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2020				FY 2019		YoY								FY 2020				FY 2019		YoY										FY 2020				FY 2019		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Actual Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Actual Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease		Actual				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		109.8		107.4		113.4		-3.7		-3%		-5%				17.2		15.8		15.6		+1.5		+10%		+16080%		+2%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt		+1.0pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		30.6		30.4		34.9		-4.3		-12%		-13%				1.1		0.9		1.4		- 0.3		-21%		+1485%		-32%				3.6%		3.1%		4.0%		-0.4pt		-0.8pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		20.5		20.3		19.5		+1.0		+5%		+4%				1.7		1.6		1.1		+0.6		+52%		+1244%		+53%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt		+2.7pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		16.0		16.0		15.2		+0.8		+5%		+6%				0.4		0.4		0.3		+0.1		+36%		+291%		+30%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt		+0.4pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.9		1.9		3.5		-1.6		-47%		-47%				0.2		0.2		0.6		- 0.4		-71%		+601%		-71%				6.5%		6.5%		13.7%		-7.2pt		-7.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments																- 0.9		▲ 0.8		- 1.2		+0.2		—		-1176%																		Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		178.8		175.6		186.5		-7.7		-4%		-6%				19.6		18.2		17.9		+1.8		+10%		+18525%		+2%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt		+0.8pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																												3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,725				1,693		+32		+2%		+4%				251				245		+6		+2%				+6%				14.6%				14.5%		+0.1pt						計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		503				491		+12		+2%		+4%				13				9		+4		+39%				+57%				2.6%				1.9%		+0.7pt						医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		302				341		▲39		▲11%		▲10%				21				33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%				9.7%		▲2.6pt						産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		213				193		+19		+10%		+11%				4				▲ 3		+7		-				-				2.0%				-1.4%		+3.4pt						航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		48				64		▲16		▲24%		▲24%				8				7		+1		+14%				+14%				13.4%				9.4%		+4.0pt						その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18				▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,791				2,782		+9		+0%		+2%				280				276		+4		+1%				+6%				10.0%				9.9%		+0.1pt						合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales														Operating Income																														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y								FY2019				FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.5				169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1				24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%				14.5%		+0.1pt						AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		50.3				49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3				0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%				1.9%		+0.7pt						MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		30.2				34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1				3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%				9.7%		-2.6pt						IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		21.3				19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4				-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%				-1.4%		+3.4pt						AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		4.8				6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8				0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment																-1.8				-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		279.1				278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0				27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%				9.9%		+0.1pt						Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt









						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				予算 ヨサン		前同比								FY2019				予算 ヨサン		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		627				612		+15		+2%						80				94		▲15		▲16%								12.7%				15.4%		▲2.7pt						計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		197				165		+32		+19%						2				0		+2		-								0.9%				0.0%		+0.9pt						医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		97				107		▲10		▲9%						4				7		▲2		▲34%								4.4%				6.1%		▲1.7pt						産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		53				79		▲26		▲33%						0				1		▲1		-								0.2%				1.6%		▲1.4pt						航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		29				10		+19		+191%						7				6		+1		+16%								15.2%				17.4%		▲2.2pt						その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲9				▲ 9		▲0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		1,003				973		+31		+3%						83				99		▲16		▲16%								8.3%				10.2%		▲1.9pt						合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																												通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,362				2,414		▲52		▲2%		▲1%				358				388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%				16.1%		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		702				691		+11		+2%		+3%				32				23		+9		+37%		15		+47%				4.5%				3.4%		+1.2pt						医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		430				454		▲24		▲5%		▲4%				37				45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%				9.8%		▲1.3pt						産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		300				273		+27		+10%		+11%				8				1		+7		+565%		3		+555%				2.6%				0.4%		+2.2pt						航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		60				80		▲20		▲25%		▲10%				12				14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%				14.1%		+1.3pt						その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク																▲ 446				▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,854				3,912		▲58		▲1%		▲0%				0				445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%				11.4%		▲11.4pt						合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018										FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Increase/
Decrease						Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		236.2				241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8				38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%				16.1%		-0.9pt						AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		70.2				69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2				2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%				3.4%		+1.2pt						MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		43.0				45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7				4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%				9.8%		-1.3pt						IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		30.0				27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8				0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%				0.4%		+2.2pt						AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		6.0				8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2				1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%				14.1%		+1.3pt						Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments																-44.6				-2.6		-42.0		—		0																		Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		385.4				391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0				44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%				11.4%		-11.4pt						Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																												４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		637				721		▲84		▲12%		▲11%				106				142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%				19.8%		▲3.0pt						計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		199				200		▲1		▲1%		+0%				19				14		+5		+36%		15		+41%				9.6%				7.0%		+2.6pt						医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		128				113		+15		+13%		+14%				15				12		+4		+33%		12		+39%				12.0%				10.2%		+1.8pt						産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		88				80		+8		+10%		+10%				4				4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%				4.8%		▲0.5pt						航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		12				16		▲4		▲27%		▲27%				4				6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%				31.5%		▲8.4pt						その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 428				▲ 9		▲419		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,063				1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280				169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%				15.0%		▲41.2pt						合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018										FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Increase/
Decrease						Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		63.7				72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6				14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%				19.8%		-3.0pt						AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		19.9				20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9				1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%				7.0%		+2.6pt						MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.8				11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5				1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%				10.2%		+1.8pt						IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		8.8				8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4				0.4		-0		-4%				+0%				4.2%				4.8%		-0.5pt						AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.2				1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4				0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%				31.5%		-8.4pt						Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments																-42.8				-0.9		-42		—		0		—																Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		106.3				113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0				16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%				15.0%		-41.3pt						Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																												通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362				2,450		▲88		▲4%		▲2%				358				395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%				16.1%		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		702				700		+2		+0%		+1%				32				27		+5		+18%		15		+18%				4.5%				3.9%		+0.7pt						医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		430				440		▲10		▲2%		▲1%				37				37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%				8.4%		+0.1pt						産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		300				295		+5		+2%		+3%				8				8		▲0		-		3		-				2.6%				2.7%		+0.0pt						航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		60				65		▲5		▲8%		▲10%				12				12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%				14.1%		▲0.4pt						その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 446				▲ 29		▲417		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,854				3,950		▲96		▲2%		▲1%				0				450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%				11.4%		▲11.4pt						合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																												４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		637				725		▲88		▲12%		▲11%				106				144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%				19.8%		▲3.0pt						計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		199				197		+2		+1%		+2%				19				14		+5		+35%		15		+5%				9.6%				7.2%		+2.4pt						医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		128				138		▲10		▲7%		▲6%				15				16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%				11.3%		+0.6pt						産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		88				82		+5		+7%		+7%				4				4		▲0		-		3		-				4.2%				4.6%		▲0.3pt						航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		12				17		▲5		▲31%		▲10%				4				4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%				14.1%		▲0.4pt						その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 428				▲ 11		▲417		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,063				1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280				170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%				14.7%		▲41.0pt						合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2020＊

						重点機種 ジュウテン キシュ		586		595		619		624		611		(8)		(+2%)		(+4%)		(+1%)		(▲1%)

						その他 タ		455		516		516		474		463		(53)		(+13%)		(▲0%)		(▲8%)		(▲10%)

						合計 ゴウケイ		1,040		1,111		1,134		1,098		1,074		(60)		(+7%)		(+2%)		(▲3%)		(▲5%)





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				59.5		61.9		62.4		61.1

						Others				51.6		51.6		47.4		46.3

						Total				111.1		113.4		109.8		107.4









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				59.5		61.9		62.4		61.1		100.9%				4.0%		0.9%		4%

						Other				51.6		51.6		47.4		46.3		91.8%				-0.0%		-8.2%		-0%

						Total				111.1		113.4		109.8		107.4		96.8%				2.1%		-3.2%		2%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				5.9		6.2		6.2		6.1

						Others				5.2		5.2		4.7		4.6

						Total				11.1		11.3		11.0		10.7



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


売上高推移　（億円）



FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	594.97	618.52	624	611	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	515.91000000000008	515.66000000000008	473.56999999999994	462.94000000000005	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	1110.8800000000001	1134.18	1097.57	1073.94	



売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+24%)

(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				171		151		169		+2		+1%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、感染症対策に貢献
・産業向け、大学向けなどが減少し、実質減収 カンセンショウ タイサク コウケン サンギョウ ム ダイガク ム ジッシツ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				306		312		328		▲22		▲7%		▲5%

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						中国				137		139		124		+12		+10%		+12%				・医薬品など民需を中心に重点機種が拡大 イヤクヒン ジュウテン キシュ カクダイ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						北米				54		55		58		▲4		▲7%		▲4%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						欧州				49		51		54		▲5		▲9%		▲5%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響し減収
・ロシアでは医薬品、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ゲンシュウ イヤクヒン ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				51		50		67		▲16		▲24%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2020 Actual		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				250		246		288		▲38		▲13%		▲15%

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				145		143		126		+19		+15%		+14%

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				69		71		63		+7		+11%		+13%

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				64		64		67		▲2		▲3%		▲4%

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				70		65		71		▲1		▲1%		▲9%







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				25.0				28.8		-3.8		-13%		-15%

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.9				6.3		+0.7		+11%		+13%

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				6.4				6.7		-0.2		-3%		-4%

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				14.5				12.6		+1.9		+15%		+14%

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				7.0				7.1		-0.1		-1%		-9%





				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		397		457		▲36		▲8%		▲13%				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		677		▲1		▲0%		▲0%				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		282		250		+31		+13%		+13%				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		126		121		+3		+2%		+5%				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		115		120		▲7		▲6%		▲5%				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		115		138		▲17		▲12%		▲17%				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019				FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1				45.7		-3.6		-8%		-13%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1				13.8		-1.7		-12%		-17%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3				12.0		-0.7		-6%		-5%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3				12.1		+0.3		+2%		+5%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1				25.0		+3.1		+13%		+13%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				247				185		+62		+34%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						北米				70				69		+2		+3%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						その他
アジア ホカ				88				52		+36		+68%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						中国				114				164		▲50		▲31%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						欧州				73				65		+8		+12%		+2%				・ロシア好調が継続





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				24.7				18.5		+6.2		+34%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				7.0				6.9		+0.2		+3%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				8.8				5.2		+3.6		+68%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				11.4				16.4		-5.0		-31%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.3				6.5		+0.8		+12%		+2%





				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				668				642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				395				414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				194				189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				186				186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				209				190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				934				1,008		▲74		▲7%		▲7%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				541				479		+62		+13%		+15%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				246				262		▲16		▲6%		▲4%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				233				247		▲14		▲6%		+0%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				243				268		▲25		▲9%		▲8%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				93.4				100.8		-7.4		-7%		-7%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				24.3				26.8		-2.5		-9%		-8%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				24.6				26.2		-1.6		-6%		-4%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				23.3				24.7		-1.4		-6%		+0%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				54.1				47.9		+6.2		+13%		+15%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				266				366		▲101		▲27%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				146				65		+81		+124%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				52				73		▲21		▲29%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				47				61		▲14		▲23%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				34				78		▲44		▲57%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				26.6				36.6		-10.1		-27%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				3.4				7.8		-4.4		-57%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				5.2				7.3		-2.1		-29%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				4.7				6.1		-1.4		-23%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				14.6				6.5		+8.1		+124%		+0%





































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+8%		・医薬品・医療機関がグローバルで増加 イヤクヒン イリョウ キカン ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国が増加したもの、中国以外は減少
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク ゾウカ チュウゴク イガイ ゲンショウ ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		▲10%		・大学は一時的な閉鎖により減少
・官公庁は入札の延期などにより減少
・公的予算の投入や入札再開により
　回復傾向 ダイガク イチジテキ ヘイサ ゲンショウ カンコウチョウ ニュウサツ エンキ ゲンショウ コウテキ ゾウカ テン カイフク





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		35.2%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		21.5%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		16.1%

		その他 ホカ		27.3%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						-10%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+8%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		35.2%

				Industry		21.5%

				Academia/Government		16.1%

				Others		27.3%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019				FY2020		FY2020＊

				X線 セン		220		233		241				232		225		(233)				ERROR:#NAME?		-100.0%		-100%		(16)		6%		3%		-4%		-7%

						6%

				その他 タ		86		93		108				74		79		(93)				8.0%		-100.0%		-100%		(29)		8%		16%		-32%		-27%

				合計 ゴウケイ		306		326		349				306		304		(326)				6.6%		-100.0%		-100%		(45)		7%		7%		-12%		-13%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019

				X-Ray Systems		22.0		23.3				0.0						(23)				ERROR:#NAME?		-100.0%		-100%

				Other		8.6		9.3				0.0						(9)				8.0%		-100.0%		-100%

				Total		30.6		32.6				0.0						(33)				6.6%		-100.0%		-100%































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	X線	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	233.49	241.07	232.42	225	その他	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	92.990000000000009	107.69	73.760000000000019	78.88	合計	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	326.48	348.76	306.18	303.88	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		68		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ				53		49		66		▲13		▲20%		▲26%												4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		9		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		10		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		9		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2020 Actual		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		96		143		▲51		▲35%		▲33%

																												海外 カイガイ				94		91		59		+35		+59%		+54%

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		24		18		+5		+28%		+30%

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		12		9		+3		+33%		+30%

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		12		17		▲4		▲23%		▲32%

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		14		12		+7		+55%		+18%







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2				14.3		-5.1		-35%		-33%

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3				1.8		+0.5		+28%		+30%

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2				0.9		+0.3		+33%		+30%

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3				1.7		-0.4		-23%		-32%

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9				1.2		+0.7		+55%		+18%







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		164		223		▲64		▲29%		▲27%				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		140		125		+22		+17%		+12%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		43		36		+7		+20%		+22%				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		24		22		+6		+29%		+5%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		21		17		+4		+25%		+25%				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		22		25		+2		+7%		▲12%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019				FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9				22.3		-6.4		-29%		-27%				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3				3.6		+0.7		+20%		+22%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7				2.5		+0.2		+7%		-12%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1				1.7		+0.4		+25%		+25%				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9				2.2		+0.6		+29%		+5%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				152				90		+62		+69%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				8				15		▲7		▲47%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				7				12		▲5		▲39%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				10				20		▲10		▲51%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				9				16		▲6		▲40%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				15.2				9.0		+6.2		+69%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				0.8				1.5		-0.7		-47%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				0.7				1.2		-0.5		-39%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.0				2.0		-1.0		-51%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				0.9				1.6		-0.6		-40%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				311				275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				51				60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				36				44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				28				33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				38				43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				431				402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				73				81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52				58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				37				43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				52				53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				43.1				40.2		+2.9		+7%		+7%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				7.3				8.1		-0.9		-11%		-9%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2				5.8		-0.6		-10%		-9%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				3.7				4.3		-0.6		-14%		-9%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				5.2				5.3		-0.1		-2%		-0%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				120				126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22				21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				16				14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9				10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				14				10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019				FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.0				12.6		-0.7		-5%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2				2.1		+0.1		+5%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.6				1.4		+0.2		+11%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9				1.0		-0.1		-11%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				1.4				1.0		+0.3		+33%		-26%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019				FY2020				FY2020＊														TMP

				TMP		43		89		96		70				101		-26%		99		7%		-26%		43%		41%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		63		65		66				53		1%		54		4%		1%		-18%		-18%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		53		67		59				51		-12%		50		28%		-12%		-13%		-15%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		205		228		195				205		-15%		203		11%		-15%		5%		4%						Others

																																		その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

														-26%																				Total

														1%																				合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

														-12%																								50%		7%

														-15%

																																						11%		4%



																																						6%		28%



																																						24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018				FY 2019

				TMP		4.3				9.6				7.0

				Hydraulic Equipment		3.1				6.5				6.6

				Other		1.9				6.7				5.9

				Total		9.3				22.8				19.5































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	95.52	70.34	100.57	99.45	油圧機器	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	65.16	65.53	53.43	53.72	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	67.17	58.849999999999994	51.090000000000011	50.290000000000006	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	227.85000000000002	194.72	205.09	203.46	



TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



9.5519999999999996	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



6.516	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

6.7170000000000005	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ



		民航15億円：＋4億円（＋35%） 

		防衛50億円：＋7億円（＋15％）　 オクエン オクエン











		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020

		民航 タミ ワタル		20		25				30				20				23%		21%		23%		-34%

		防衛 ボウエイ		111		99				121				140				22%		-11%		22%		15%

		合計 ゴウケイ		132		124				152				160				22%		-6%		22%		5%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		2.0		2.5				3.0				2.0

		Defense		11.1		9.9				12.1				14.0

		Total		13.2		12.4				15.2				16.0





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2018	FY2019	FY2020	24.75	30.47	20.159999999999997	防衛	

FY2018	FY2019	FY2020	99.48	121.35	139.79	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	124.23	151.82	159.94999999999999	





11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

				目次 モクジ

								通期 ツウキ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2020		期初予想 キショ ヨソウ		FY2019		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		3,650		3,400		3,854		+250		+6.5%		▲204		▲5.3%		-140		-4%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		380		220		418		+160		+38.2%		▲38		▲9.2%		-17		-4%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.4%		6.5%		10.9%		+3.9pt		-		▲0.4pt		-						+3.9pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		375		220		427		+155		+36.3%		▲52		▲12.1%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		270		160		318		+110		+34.6%		▲48		▲15.0%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		106		105		109		+1		+0.9%		▲3		▲2.6%						+1.0				-16.68		-2.86		-19.54

						　ユーロ（円） エン		118		115		121		+3		+2.5%		▲3		▲2.4%						+3.0				-5.56		-1.001		-6.561



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		160		160		169		+0		+0.0%		▲9		▲5.3%

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		120		120		177		+0		+0.0%		▲57		▲32.1%

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		150		150		133		+0		+0.0%		+17		+13.2%



				指標 シヒョウ		EPS（円） エン		110.41				101.26						+9.15

						ROE（%）		11.7%				11.7%						ー

						ROA（%）		10.6%				10.6%						ー







						Units: Billions of yen		Full-Year						Beginning-of-Year Estimate Vs. Actual				YoY

								FY 2020		Beginning-of-Year Estimate 		FY 2019		Changes		Percent Increase/
Decrease		Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects

				Business Results		Net Sales		365.0		340.0		385.4		+25.0		+6.5%		-20.4		-5.3%		- 14.0		-4%

						Operating Income		38.0		22.0		41.8		+16.0		+38.2%		-3.8		-9.2%		- 1.7		-4%

						  Operating Margin		10.4%		6.5%		10.9%		+3.9pt		—		-0.4pt		—

						Ordinary Income		37.5		22.0		42.7		+15.5		+36.3%		-5.2		-12.1%

						Profit Attributable to Owners of Parent		27.0		16.0		31.8		+11.0		+34.6%		-4.8		-15.0%



				Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106		105		109		+1		+0.9%		-3		-2.6%

						Euro (Yen)		118		115		121		+3		+2.5%		-3		-2.4%



				Major
Investments		R&D Expenses		16.0		16.0		16.9		+0		+0.0%		-0.9		-5.3%

						CAPEX		12.0		12.0		17.7		+0		+0.0%		-5.7		-32.1%

						(Depreciation and Amortization)		15.0		15.0		13.3		+0		+0.0%		+1.7		+13.2%







						4Qのみ

								4Q						当初予想比 トウショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		859		609		1,072		+250		ERROR:#VALUE!		-213		-20%		-149		-14%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		100		(60)		143		+160		-100%		-42		-30%		-21		-14%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.7%		-9.8%		13.3%		+21.5pt		-		▲1.6pt		-						+21.5pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		87		-68		142		+155		-100%		▲ 55		▲39%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		56		-54		123		+110		-100%		▲ 67		▲54%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		108.0		105.0		110.2		+3.0		+2.9%		▲ 2.2		▲2.0%						+3.0				-13.38		-5.17		-18.55

						　ユーロ（円） エン		120.0		120.0		125.2		+0.0		0.0%		▲ 5.2		▲4.1%						+0.0				-4.46		-1.8095		-6.2695



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		39		42		50		-3				-12

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		1		(20)		37		+21				-36

						（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ		52		64		47		-12				+5





				下期 シモキ



								通期 ツウキ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2020		期初予想 キショ ヨソウ		FY2019		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		1,862		1,612		1,990		+250		+12.6%		▲127		▲6.4%		-63		-3%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		184		24		240		+160		+66.7%		▲56		▲23.4%		-34		-14%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		9.9%		1.5%		12.1%		+8.4pt		-		▲2.2pt		-						+8.4pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		180		25		240		+155		+64.6%		▲60		▲24.8%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		131		21		185		+110		+59.4%		▲54		▲29.4%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		105		105		109		+0		+0.0%		▲4		▲3.6%						+0.0				-23.4		-5.58		-28.98

						　ユーロ（円） エン		115		115		120		▲0		▲0.3%		▲6		▲4.6%						▲ 0.3				-7.8		-1.953		-9.753



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		89		89		84		+0		+0.0%		+5		+5.4%

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		61		61		79		+0		+0.0%		▲19		▲23.7%

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		74		74		67		+0		+0.0%		+7		+10.4%









&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,280		2,565		2,362		▲ 82		▲3%		▲285				335		415		358		▲ 23		▲6%		▲80				14.7%		16.2%		15.1%		▲0.4pt



				医用 イヨウ		620		710		702		▲ 82		▲12%		▲90				24		27		32		▲ 8		▲25%		▲3				3.9%		3.8%		4.5%		▲0.7pt



				産業 サンギョウ		425		450		430		▲ 5		▲1%		▲25				37		37		37		+0		+1%		+0				8.7%		8.2%		8.5%		+0.2pt



				航空 コウクウ		285		300		300		▲ 15		▲5%		▲15				6		9		8		▲ 2		▲24%		▲3				2.1%		3.0%		2.6%		▲0.5pt



				その他 タ		40		75		60		▲ 20		▲33%		▲35				5		13		12		▲ 7		▲58%		▲8				8.6%		14.0%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 27		▲ 31		▲ 28		+1		-		+4

				合計 ゴウケイ		3,650		4,100		3,854		▲ 204		▲5%		▲450				380		470		418		▲ 38		▲9%		▲90				10.4%		11.5%		10.9%		▲0.4pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		228.0		256.5		236.2		-8.2		-3%		-28.5				33.5		41.5		35.8		-2.3		-6%		-8.0				14.7%		16.2%		15.1%		-0.4pt



				MED		62.0		71.0		70.2		-8.2		-12%		-9.0				2.4		2.7		3.2		-0.8		-25%		-0.3				3.9%		3.8%		4.5%		-0.7pt



				IM		42.5		45.0		43.0		-0.5		-1%		-2.5				3.7		3.7		3.7		+0		+1%		+0.0				8.7%		8.2%		8.5%		+0.2pt



				AE		28.5		30.0		30.0		-1.5		-5%		-1.5				0.6		0.9		0.8		-0.2		-24%		-0.3				2.1%		3.0%		2.6%		-0.5pt



				Other		4.0		7.5		6.0		-2.0		-33%		-3.5				0.5		1.3		1.2		-0.7		-58%		-0.8				8.6%		14.0%		15.4%		-6.8pt

				Adjustments																-2.7		-3.1		-2.8		+0.1		—		+0.4

				Total		365.0		410.0		385.4		-20.4		-5%		-45.0				38.0		47.0		41.8		-3.8		-9%		-9.0				10.4%		11.5%		10.9%		-0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		555		840		669		▲ 114		▲17%		▲285				84		164		112		▲ 28		▲25%		▲80				15.1%		19.5%		16.8%		▲1.7pt



				医用 イヨウ		117		207		211		▲ 94		▲45%		▲90				11		14		23		▲ 12		▲51%		▲3				9.5%		6.8%		10.7%		▲1.2pt



				産業 サンギョウ		123		148		89		+33		+37%		▲25				16		16		4		+12		+339%		+0				12.7%		10.6%		4.0%		+8.7pt



				航空 コウクウ		72		87		107		▲ 35		▲32%		▲15				2		5		11		▲ 9		▲83%		▲3				2.5%		5.5%		9.9%		▲7.4pt



				その他 タ		(8)		27		(4)		▲ 4		+103%		▲35				(3)		5		5		▲ 8		▲170%		▲8				104.1%		14.7%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲9		▲13		▲11		+2				+4

				合計 ゴウケイ		859		1,309		1,072		▲ 213		▲20%		▲450				100		190		143		▲ 42		▲30%		▲90				11.7%		14.5%		13.3%		▲1.6pt



				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,280		2,565		2,110		+170		+8%		▲285				335		415		223		+112		+50%		▲80				14.7%		16.2%		10.6%		+4.1pt



				医用 イヨウ		620		710		610		+10		+2%		▲90				24		27		5		+19		+380%		▲3				3.9%		3.8%		0.8%		+3.1pt



				産業 サンギョウ		425		450		415		+10		+2%		▲25				37		37		28		+9		+32%		+0				8.7%		8.2%		6.7%		+2.0pt



				航空 コウクウ		285		300		215		+70		+33%		▲15				6		9		▲19		+25		▲132%		▲3				+2.1%		3.0%		▲8.8%		+10.9pt



				その他 タ		40		75		50		▲ 10		▲20%		▲35				5		13		9		▲ 4		▲44%		▲8				8.6%		14.0%		13.2%		▲4.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 27		▲ 31		▲ 26		▲ 1		-		+4

				合計 ゴウケイ		3,650		4,100		3,400		+250		+7%		▲450				380		470		220		+160		+73%		▲90				10.4%		11.5%		6.5%		+3.9pt











				上期 カミキ



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134		▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156		+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349		▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14		▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195		+10		+5%		▲245				17		37		11		+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152		+8		+5%		▲140				4		9		3		+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35		▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6		▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 9		▲ 31		▲ 12		+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865		▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179		+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt





				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,182		2,565		1,228		▲ 46		▲4%		▲1383				163		2,565		201		▲ 38		▲19%		▲2402				13.8%		100.0%		16.4%		▲2.6pt



				医用 イヨウ		314		710		353		▲ 39		▲11%		▲396				13		710		18		▲ 5		▲28%		▲697				4.1%		100.0%		5.0%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		220		450		236		▲ 16		▲7%		▲230				20		450		25		▲ 6		▲22%		▲430				9.1%		100.0%		10.8%		▲1.8pt



				航空 コウクウ		125		300		149		▲ 24		▲16%		▲175				2		300		5		▲ 3		▲61%		▲298				1.5%		100.0%		3.3%		▲1.8pt



				その他 タ		21		75		24		▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6		▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 16		▲ 2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		1,862		4,100		1,990		▲ 127		▲6%		▲2238				184		4,100		240		▲ 56		▲23%		▲3916				9.9%		100.0%		12.1%		▲2.2pt







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁				▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン				×		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■回診車は、下期も一定の需要を期待
■経営が厳しい状況が継続するが、政府補助金による設備投資増を見込む カイシン シャ シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ ケイエイ キビ ジョウキョウ ケイゾク セイフ ホジョキン セツビ トウシ ゾウ ミコ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回診車は、下期も一定の需要を期待
■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				▲		■中国は好調継続、フォークリフト・小型建機の需要は回復傾向 チュウゴク コウチョウ ケイゾク コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		▲1%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		▲5%





						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY 2020

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		-4%











14_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




15_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+31%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+31%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%









&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









16＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%







								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+46%		+36%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-7%		-20%











施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





17＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+6%		▲2%		+4%				+1%		+4%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		32%		32%		32%				37%		33%

				医用 イヨウ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%

				TMP

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%

				全社 ゼンシャ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+16%		+13%		+13%		+8%		+12%				+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				27%		27%		27%		27%		27%				29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%





				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+6%		-2%		+4%				+1%		+4%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		32%		32%		32%				37%		33%



				Medical Systems 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		-2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		-8%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%



				TMP

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%









Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet4

		地域 チイキ		国 クニ		事業 ジギョウ		稼働状況 カドウ ジョウキョウ		備考 ビコウ

		アジア		日本 ニホン		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ

				中国 チュウゴク		計測 ケイソク		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月10日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						医用 イヨウ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月10日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						産業（油圧） サンギョウ ユアツ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月18日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						産業（真空炉） サンギョウ シンクウ ロ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月20日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

				マレーシア		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月18日~4月5日まで休止、4月6日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

				フィリピン		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月19日~3月29日まで休止、3月30日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

		欧州 オウシュウ		イギリス		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		稼働中 カドウチュウ

		北米 ホクベイ		アメリカ		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		稼働中 カドウチュウ

				アメリカ		航空 コウクウ		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月20日~3月26日まで休止、3月27日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

				開発 カイハツ		製造 セイゾウ		販売・サービス ハンバイ

		日本 ニホン		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		中国 チュウゴク		通常出勤 ツウジョウ シュッキン

		その他アジア ホカ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		欧州 オウシュウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		北米 ホクベイ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

				主要セグメント シュヨウ		バリューチェーンへの影響 エイキョウ		備考 ビコウ

		日本 ニホン		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		中国 チュウゴク		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		通常通り ツウジョウ ドオ		工場は1月末から2月中旬まで停止。オフィスは2月中旬から業務を開始、3月中旬には通常 コウジョウ ガツ マツ ガツ チュウジュン テイシ ガツ チュウジュン ギョウム カイシ ガツ チュウジュン ツウジョウ

		北米 ホクベイ		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		欧州 オウシュウ		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		その他アジア ホカ		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ		フィリピンとマレーシアの工場は3月中旬から4月上旬まで停止 コウジョウ ガツ チュウジュン ガツ ジョウジュン テイシ





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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(1) FY 2020 1H Financial Position

(2) FY 2020 1H Results by Business Segment

(3) FY 2020 Forecast

(4) Supplementary Materials
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Other (Main Products)Analytical & Measuring Instruments

Testing Machine
Spectrophotometer

Novel Coronavirus 
Detection Kit

Liquid 
Chromatograph 

Mass Spectrometer

• Key models: 62.4 billion yen (+0.5 billion yen or +1 % year-on-year); Sales are recovering, with +1.7 billion yen and +5 % year-on-year 
increase in the second quarter.

Sales increased for integrated LC products for pharmaceuticals, MS products for healthcare institutions, and GC products in the public health field.
• Other models: 47.4 billion yen (-4.2 billion yen or -8 % year-on-year)

Sales of novel coronavirus detection kits are strong, but overall sales decreased 8 % due to slow recovery of capital equipment investment levels in 
transport equipment and other industrial fields.

• Aftermarket (AM): 37.2 billion yen (+1.0 billion yen or +3 % year-on-year) AM sales ratio: 34 % (+3 points)
The novel coronavirus detection kits and LC products drove results.

TOC 
Analyzer

i-Series Integrated 
Liquid Chromatograph

MALDI 8020Gas Chromatograph
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Analytical/Measuring Instrument
Net Sales by Model
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Analytical & Measuring Instruments Net Sales (billion yen)
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Japan: -8 % Sales of novel coronavirus detection kits are strong, but sales decreased for testing machines, 
nondestructive inspection machines, and other products for transport equipment.

Outside Japan: Flat Recovery trend continued in China and sales to healthcare institutions in North America also increased, 
driven by mass spectrometer systems, but sales continued to decrease in Europe and other Asian 
countries, due to impacts from the COVID-19 pandemic.

Overseas sales ratio: 61.7 % (59.7 % or +2 points year-on-year)

FY 2020 FY 2019 Increase/ 
Decrease

Percent 
Increase/ 
Decrease

Overview

Japan 42.1 45.7 -3.6 -8 %

• Sales of novel coronavirus detection kits increased. 
• Sales of testing machines, nondestructive inspection machines, and other products decreased in 

transport equipment, chemical, and electrical fields.
• Sales decreased due to a reactionary decline after the temporary demand increase before the 

consumption tax rate increased in Japan the previous year.

Outside Japan 67.7 67.7 -0.1 -0 %
• Recovery continued in China.
• Sales increased in North America, driven by mass spectrometer systems for healthcare institutions.
• Sales decreased in Europe and other Asian countries.

China 28.1 25.0 +3.1 +13 %
• Liquid chromatograph and mass spectrometer system sales were strong in pharmaceutical and food 

safety fields, due to active government investments in fighting the pandemic and the announcement of 
the 2020 Chinese Pharmacopoeia scheduled for release in December.

North America 12.3 12.1 +0.3 +2 %
• The first quarter was impacted by lockdowns, but increased public health control measures at 

healthcare institutions resulted in strong sales of MALDI-MS systems for identifying microorganisms 
inside hospitals.

Europe 11.3 12.0 -0.7 -6 %
• In Russia, sales of liquid chromatographs and mass spectrometer systems increased in the food safety 

field, due to measures for promoting agricultural and food exports to Europe and other factors.
• Sales to academia decreased due to temporary university closures throughout Europe.

Other Asian 
Countries 12.1 13.8 -1.7 -12 %

• In India, sales of liquid chromatographs for pharmaceuticals increased, due to a return to manufacturing 
drug substances domestically after bottlenecks occurred in imports from China.

• Sales decreased during the first quarter due to impacts from lockdowns, but are recovering in the 
second quarter. 

Analytical & Measuring Instruments
Net Sales by Region
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Healthcare
35 %

Industry
22 %

Academia/
Government

16 %

Other
27 %

• Healthcare: Sales of key models and novel coronavirus detection kits were strong for pharmaceuticals and healthcare 
institutions.

• Industry: Market conditions are recovering in China, but sales decreased in other regions.
• Academia/government: Academia sales decreased due to temporary closures and government sales decreased due to bidding 

postponements.

Sales
Ratio

Markets and Main Industries
Year-on-Year 

Change in Net 
Sales

Overview

Healthcare
• Pharmaceuticals and foods
• Healthcare institutions
• Contract analysis laboratories

+8 % • Pharmaceutical and healthcare institution 
sales increased globally.

Industry
• Chemicals and materials
• Electrical
• Automotive

-5 %
• Sales increased in China, but decreased in 
other regions.

• Automotive sales decreased significantly.

Academia/Government -10 %

• Academia sales decreased due to 
temporary closures.

• Government sales decreased due to 
bidding postponements.

• Sales are recovering due to release of 
government funding and resumption of 
bidding.

Analytical & Measuring Instruments
Ratio of Net Sales by Market

Ratio of Net Sales by Market
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Medical Systems
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• X-ray systems: 23.2 billion yen (-0.9 billion yen or -4 % year-on-year)
Sales of mobile X-ray systems used for COVID-19-related pneumonia examinations increased.
Sales of angiography and fluoroscopy systems decreased due to stagnation in market conditions.

• Other: 7.4 billion yen (-3.4 billion yen or -32 % year-on-year)
• Aftermarket (AM): 10.3 billion yen (-0.4 billion yen or -4 % year-on-year) AM sales ratio: 34 % (+3 points)

Medical Systems
Net Sales by Model

Medical Systems Net Sales (billion yen)

Dedicated Breast 
PET System

Radiotherapy-
Related System

Near-Infrared Fluorescence 
Imaging System

Near-Infrared 
Imaging System

Mobile System General Radiography 
System Angiography System Fluoroscopy System
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• Japan: - 29 % Sales decreased due to worsening financial performance of healthcare institutions 
impacted by the COVID-19 pandemic, delays in capital equipment investments, and a 
reactionary decline after demand temporarily increased before the consumption tax rate 
increased in Japan last year.

• Outside Japan: +17 % Sales of mobile X-ray systems increased in major regions outside Japan.
• Overseas sales ratio: 48.1 % (36.0 % or +12 points year-on-year)

FY 2020 FY 2019 Increase/ 
Decrease

Percent 
Increase/ 
Decrease

Overview

Japan 15.9 22.3 -6.4 -29 %

• Capital equipment investment plans were postponed or frozen by healthcare institutions due 
to impacts from the COVID-19 pandemic.

• Sales decreased due to a reactionary decline after the temporary demand increase before the 
consumption tax rate increased in Japan the previous year.

Outside 
Japan 14.7 12.5 +2.2 +17 % • Sales of mobile X-ray systems for diagnosing pneumonia increased in major regions outside 

Japan.
North 

America 4.3 3.6 +0.7 +20 % • Sales of mobile X-ray systems increased.
• Results were affected by the acquisition of a sales subsidiary (CMI) last year.

Other Asian 
Countries 2.9 2.2 +0.6 +29 % • Mobile X-ray system sales drove results.

Europe 2.1 1.7 +0.4 +25 % • Mobile X-ray system sales increased.
• General radiography system sales increased in Eastern Europe and Russia.

China 2.7 2.5 +0.2 +7 %
• Mobile X-ray system sales increased.
• Sales were impacted by postponed bidding and worsening profitability at healthcare 

institutions.

Medical Systems
Net Sales by Region
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Glass Winder

O
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er

Industrial Machinery

TM
P

Model with 
Integrated 

Power Supply

Model with 
Standalone 

Power Supply

H
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t

* Real Percent Increase/Decrease
Excluding exchange rates and changes in 
revenue recognition standards

• TMP: 10.1 billion yen (+3.1 billion yen or +43 % year-on-year) TMP sales were strong for semiconductor manufacturing 
equipment, with record first-half sales.

• Hydraulic: 5.3 billion yen (-1.3 billion yen or -18 % year-on-year) Demand decreased for forklifts and small construction machinery.
• Other: 5.1 billion yen (-0.8 billion yen or -13 % year-on-year) Glass winder sales decreased due to capital equipment 

investment reluctance and other factors.
• TMP aftermarket (AM): 1.9 billion yen (+0.1 billion yen or +7 % year-on-year) AM sales ratio: 18 % (-6 points) 

Industrial Machinery
Net Sales by Model

Industrial Furnace Balancer

Gear Pump Control Valve

Industrial Machinery Net Sales (billion yen)
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P

H
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er
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2.5 3.1 2.1

9.9
12.1 13.9

12.4

15.2
16.0

FY2018 FY2019 FY2020

* Real Percent 
Increase/Decrease

Excluding exchange rate 
effects.

• Commercial aircraft: 2.1 billion yen (-1.0 billion yen or -33 % year-on-year)
Sales decreased due to a major decrease in commercial aircraft production, mainly by Boeing.

• Defense: 13.9 billion yen (+1.8 billion yen or +15 % year-on-year)
Sales increased due to large projects for the Ministry of Defense.

(-6 %)

(+22 %)
(+5 %)

(-11 %)
(+22 %) (+15 %)

(+21 %) (+23 %) (-33 %)

Aircraft Equipment

Aircraft Equipment Net Sales (billion yen)

D
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Ai
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Power Drive Unit
Gearboxes Control Valve Modules

Angle Gearbox

Stabilizer Trim Actuator

Flap Actuators

Commercial Aircraft Equipment
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(1) FY 2020 1H Financial Position

(2) FY 2020 1H Results by Business Segment

(3) FY 2020 Forecast

(4) Supplementary Materials
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• With no sign of impacts from the COVID-19 pandemic diminishing, economic environments are 
expected to remain severe throughout the world.

Year-on-Year Comparison
Segment Overview

AMI

Healthcare Good

■With measures to deploy businesses outside Japan more fully underway, sales will expand for in vitro diagnostic 
drugs for detection of COVID-19.

■Sales will increase in pharmaceutical and virus research fields.
■ In China, demand will increase due to release of a new pharmacopoeia edition (scheduled in December).

Academia/government Fair
■Academic institutions will successively resume operations and bidding for government projects will also start.
■Demand will expand due to strengthened efforts by governments in various countries to research and develop 

infectious disease countermeasures.

Industry Poor
■Though there are indications of a recovery trend in some areas, decreased capital equipment investment levels 

and other severe conditions will remain in a wide range of fields, such as automotive, steel and chemical materials, 
and machinery.

MED
Public hospitals Fair

■Demand for mobile X-ray systems is expected to remain strong to a certain level in the second half as well.
■Conditions for operating businesses will remain severe, but capital equipment investment levels are expected to 

increase, due to government grants.

Private sector hospitals Poor ■Demand for mobile X-ray systems is expected to remain strong to a certain level in the second half as well.
■New installations and replacements of existing medical equipment not related to the coronavirus will remain stalled.

IM

TMP Good ■Sales for semiconductor manufacturing equipment will remain strong.
Hydraulic Fair ■Sales will remain strong in China, with demand recovering for forklifts and small construction machinery.

Industrial furnaces and 
glass winders Fair ■Sales are recovering, mainly in China.

AE Commercial aircraft Poor ■Commercial aircraft production will continue to decrease, with the business environment remaining severe.

Business Environment (Second Half)

• AMI: Analytical & Measuring Instruments, MED: Medical Systems, IM: Industrial Machinery, AE: Aircraft Equipment 
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• Considering first-half results and the future business environment, net sales and operating income 
were adjusted upward to 365 billion yen and 38 billion yen, respectively.

• The interim dividend was increased to 15 yen, 2 yen higher than estimated at the beginning of the year, 
and the annual dividend was adjusted upward to 28 yen.

Dividends
Interim dividend: 15 yen

(13 yen in beginning-of-year estimate
and 15 yen the previous year)

Year-end dividend: 13 yen
(13 yen in beginning-of-year estimate
and 15 yen the previous year)

Annual dividend: 28 yen
(26 yen in beginning-of-year estimate
and 30 yen the previous year)

FY 2020 Earnings Forecast

• Depreciation and amortization: 1.7 billion yen 
higher due to changes in accounting standards 
(Lease standard changed from loan amount to 
depreciation and amortization expense.)

Net sales: -3.9 billion yen
Operating income: -1.3 billion yen

Exchange Rate Effect

FY 2020 Beginning-of-
Year Estimate FY 2019 Changes

Percent
Increase/
Decrease

Changes
Percent

Increase/
Decrease

Net Sales 365.0 340.0 385.4 +25.0 +7.4% -20.4 -5.3%

Operating Income 38.0 22.0 41.8 +16.0 +38.2% -3.8 -9.2%

  Operating Margin 10.4% 6.5% 10.9% +3.9pt — -0.4pt —

Ordinary Income 37.5 22.0 42.7 +15.5 +36.3% -5.2 -12.1%

Profit Attributable to
Owners of Parent 27.0 16.0 31.8 +11.0 +34.6% -4.8 -15.0%

Average Rate: USD (Yen) 106 105 109 +1 +0.9% -3 -2.6%

Euro (Yen) 118 115 121 +3 +2.5% -3 -2.4%

R&D Expenses 16.0 16.0 16.9 +0 +0.0% -0.9 -5.3%

CAPEX 12.0 12.0 17.7 +0 +0.0% -5.7 -32.1%

(Depreciation and Amortization) 15.0 15.0 13.3 +0 +0.0% +1.7 +13.2%
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YoY

Units: Billions of yen

Beginning-of-Year
Estimate Vs. Actual


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802		808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%		40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244		279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%		34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786		808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61		45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%		5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51		45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62		45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34		46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26		34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38		33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2		80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1		4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%		5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1		4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2		4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2		3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4		4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6		3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986		1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974		1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136		134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132		134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%		12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133		142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98		98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34		64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38		33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー





										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6		105.7		- 7.1		-7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

																																		• Net Sales (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		97.4		105.7		-8.3		-8%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6		13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

																																		• Operating Income (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		13.2		13.4		-0.2		-2%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%		12.7%		+1.1pt		—								    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3		14.2		- 0.9		-6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8		9.8		- 0.1		-1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                             Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4		6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9



										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		-4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

																																		• Net Sales (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		176.0		186.5		-10.5		-6%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

																																		• Operating Income (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		18.2		17.9		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt		—								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.0		108.7		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														                             Euro (Yen)		121.3		121.5		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		1,003		954		+50		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		83		101		▲18		▲18%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		8.3%		10.6%		▲2.3pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		93		98		▲5		▲5%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		75		66		+9		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		22		37		▲ 16										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		33		30		+3										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		100.3		95.4		+5.0		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		8.3		10.1		- 1.8		-18%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		8.3%		10.6%		▲2.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		9.3		9.8		- 0.5		▲5%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		7.5		6.6		+0.9		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		2.2		3.7		- 1.6										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,791		2,818		▲27		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		280		280		▲0		▲0%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		288		285		+3		+1%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		119		140		▲ 21										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		98		86		+12										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		279.1		281.8		- 2.7		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		28.0		28.0		- 0.0		▲0%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		11.9		14.0		- 2.1										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		418		445		▲26		▲6%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		427		455		▲28		▲6%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		177		217		▲ 40										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		133		115		+18										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		17.7		21.7		- 4.0										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,063		1,094		▲30		▲3%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		139		165		▲26		▲16%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.1%		15.1%		▲2.0pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		139		170		▲31		▲18%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		58		78		▲ 20										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		34		29		+5										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		106.3		109.4		- 3.0		-3%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		13.9		16.5		- 2.6		-16%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.1%		15.1%		-2.0pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.8		7.8		- 2.0										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		418		450		▲32		▲7%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		427		455		▲28		▲6%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		177		220		▲ 43										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		133		135		▲ 2										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+179		▲5		▲41		▲4		+49		+19		+196						下端値 カ タン チ		+17.9		-0.5		-4.1		-0.4		+4.9		+19.6						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-46		-50		-1				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+0		▲32		+14		+16		+4





























																																												+134		+0		▲32		+14		+16		+4		+131





3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																												１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		477		463		497		▲20		▲4%		▲7%				54		45		49		+5		+10%				▲9%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt		▲0.2pt				計測 ケイソク		463		497		▲33		▲7%		▲2%				45		49		▲4		▲9%								9.6%		9.9%		▲0.2pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		131		130		134		▲3		▲2%		▲3%				0		▲ 1		▲ 5		+5		-				-				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt		+3.4pt				医用 イヨウ		130		134		▲4		▲3%		▲1%				▲ 1		▲ 5		+5		-								-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		104		103		93		+10		+11%		+10%				10		10		4		+6		+148%				+143%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt		+5.2pt				産業 サンギョウ		102		93		+9		+10%		+13%				10		4		+6		+143%								9.4%		4.3%		+5.2pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		82		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 0		▲1		▲ 1		+1		-				-				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt		+1.6pt				航空 コウクウ		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 1		▲ 1		+1		-								-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		9		8		19		▲10		▲53%		▲57%				2		2		3		▲1		▲42%				▲42%				15.2%		15.2%		15.3%		▲0.1pt		▲0.1pt				その他 タ		8		19		▲11		▲57%		▲53%				2		3		▲1		▲42%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 5		▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+1		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		802		786		808		▲6		▲1%		▲3%				61		51		45		+16		+36%				+13%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt		+0.9pt				合計 ゴウケイ		786		808		▲22		▲3%		+1%				51		45		+6		+13%								6.4%		5.5%		+0.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY								FY 2020		Actual		FY 2019		YoY										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Percent of Actual Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Percent of Actual Increase/
Decrease										Changes		Actual				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		47.7		46.3		49.7		-2.0		-4%		-7%				5.4		4.5		4.9		+0.5		+10%				-9%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt		-0.2pt				AMI		46.3		49.7		-3.3		-7%		-1597%				4.5		4.9		-0.4		-9%				-1244%				9.6%		9.9%		-0.2pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		13.1		13.0		13.4		-0.3		-2%		-3%				0.0		-0.1		-0.5		+0.5		—				—				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt		+3.4pt				MED		13.0		13.4		-0.4		-3%		-3430%				-0.1		-0.5		+0.5		-88%				-213%				-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		10.4		10.3		9.3		+1.0		+11%		+10%				1.0		1.0		0.4		+0.6		+148%				+143%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt		+5.2pt				IE		10.2		9.3		+0.9		+10%		+923%				1.0		0.4		+0.6		+143%				-30%				9.4%		4.3%		+5.2pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		8.2		8.2		6.6		+1.6		+25%		+25%				-0.0		-0.1		-0.1		+0.1		—				—				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt		+1.6pt				AE		8.2		6.6		+1.6		+25%		+306%				-0.1		-0.1		+0.1		-65%				▲253%				-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		1.9		-1.0		-53%		-57%				0.2		0.2		0.3		-0.1		-42%				-42%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt		-0.1pt				Other		0.8		1.9		-1.1		-57%		-275%				0.2		0.3		-0.1		-42%				-337%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments																-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—																				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-10%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		80.2		78.6		80.8		-0.6		-1%		-3%				6.1		5.1		4.5		+1.6		+36%				+13%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt		+0.9pt				Total		78.6		80.8		-2.2		-3%		-3753%				5.1		4.5		+0.6		+13%				+655%				6.4%		5.5%		+0.9pt



				２Q																																								２Q																																												２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		621		611		638		▲17		▲3%		▲4%				118		113		107		+11		+10%				+6%				19.0%		18.5%		16.8%		+2.2pt		+1.9pt				計測 ケイソク		671		614		+56		+9%		+10%				111		107		+4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		▲0.8pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		175		174		215		▲40		▲19%		▲19%				11		10		19		▲9		▲44%				▲48%				6.1%		5.8%		8.9%		▲2.8pt		▲3.1pt				医用 イヨウ		219		193		+26		+14%		+18%				15		12		+3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		101.41		100.46		101.52		▲0		▲0%		▲0%				7.26		6.81		7.26		+0		+0%				▲6%				7.1%		6.8%		7.1%		+0.0pt		+0.3pt				産業 サンギョウ		92		135		▲42		▲31%		▲5%				2		18		▲17		▲91%				▲24%				1.7%		13.5%		▲11.7pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		78		78		86		▲8		▲9%		▲9%				4		5		4		+0		+1%				+3%				5.7%		5.9%		5.1%		+0.6pt		+0.5pt				航空 コウクウ		70		59		+11		+19%		+26%				4		▲ 1		+4		▲507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		10		12		17		▲7		▲40%		▲31%				▲ 0		▲0		3		▲3		-				-				▲1.6%		-2.1%		12.1%		▲13.7pt		▲13.7pt				その他 タ		27		21		+7		+33%		+33%				4		▲ 1		+5		▲402%				▲402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 5		▲3		▲ 7		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		986		970		1,057		▲71		▲7%		▲8%				136		132		134		+1		+1%				▲2%				13.7%		13.6%		12.7%		+1.1pt		+0.8pt				合計 ゴウケイ		(786)		1,021		▲1806		▲177%		+11%				128		130		▲2		▲1%				+22%				-16.3%		12.7%		▲29.0pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				YoY										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		62.1				63.8		-1.7		-3%		-4%				11.8				10.7		+1.1		+10%				+6%				19.0%				16.8%		+2.2pt						AMI		67.1		61.4		+5.6		+9%		+10%				11.1		10.7		+0.4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		-0.8pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		17.5				21.5		-4.0		-19%		-19%				1.1				1.9		-0.9		-44%				-48%				6.1%				8.9%		-2.8pt						MED		21.9		19.3		+2.6		+14%		+18%				1.5		1.2		+0.3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		10.1				10.2		-0.0		-0%		-0%				0.7				0.7		+0.0		0%				-6%				7.2%				7.2%		+0.0pt						IE		9.2		13.5		-4.2		-31%		-5%				0.2		1.8		-1.7		-91%				-24%				1.7%		13.5%		-11.7pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		7.8				8.6		-0.8		▲9%		▲9%				0.4				0.4		+0.0		+1%				+3%				5.7%				5.1%		+0.6pt						AE		7.0		5.9		+1.1		+19%		+26%				0.4		-0.1		+0.4		-507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		1.0				1.7		-0.7		-40%		-31%				-0.0				0.3		-0.3		-109%				-				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		2.7		2.1		+0.7		+33%		+33%				0.4		-0.1		+0.5		-402%				-402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments																-0.5				-0.7		+0.2		-																				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		98.6				105.7		-7.1		-7%		-8%				13.6				13.4		+0.1		+1%				-2%				13.7%				12.7%		+1.1pt						Total		-78.6		102.1		-180.6		-177%		+11%				12.8		13.0		-0.2		-1%				+22%				-16.3%		12.7%		-29.0pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																												上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%		▲5%				172		158		156		+15		+10%		161		+2%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt		+1.0pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%		▲13%				11		9		14		▲3		▲21%		15		▲32%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt		▲0.8pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%		+4%				17		16		11		+6		+52%		12		+53%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt		+2.7pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%		+6%				4		4		3		+1		+36%		3		+30%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt		+0.4pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%		6		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%		▲6%				196		182		179		+18		+10%		185		+2%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt		+0.8pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales														Operating Income																														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y								FY2019				FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%		-5%				17.2				15.6		+1.5		+10%				+2%				15.6%				13.8%		+1.9pt						AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%		-13%				1.1				1.4		-0.3		-21%				-32%				3.6%				4.0%		-0.4pt						MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%		+4%				1.7				1.1		+0.6		+52%				+53%				8.3%				5.8%		+2.6pt						IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%		+6%				0.4				0.3		+0.1		+36%				+30%				2.6%				2.0%		+0.6pt						AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment																-0.9				-1.2		+0		-		0		-																Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%		-6%				19.6				17.9		+1.8		+10%				+2%				11.0%				9.6%		+1.4pt						Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																												3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		627				582		+45		+8%		+4%				80				89		▲10		▲11%				+11%				12.7%				15.4%		▲2.7pt						計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		197				165		+32		+20%		▲4%				2				2		▲1		-				-				0.9%				1.5%		▲0.6pt						医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		97				113		▲16		▲14%		▲4%				4				11		▲7		▲61%				+0%				4.4%				9.7%		▲5.3pt						産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		53				69		▲16		▲24%		▲11%				0				▲ 0		+0		-				-				0.2%				▲0.5%		+0.8pt						航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		29				25		+5		+19%		+19%				7				5		+1		+27%				+27%				12.7%				17.4%		▲4.7pt						その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 9				▲ 6		▲3		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		1,003				926		+77		+8%		▲1%				83				101		▲18		▲18%				+5%				8.3%				10.9%		▲2.6pt						合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2020				FY 2019		YoY								FY 2020				FY 2019		YoY										FY 2020				FY 2019		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Actual Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Actual Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease		Actual				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		109.8		107.4		113.4		-3.7		-3%		-5%				17.2		15.8		15.6		+1.5		+10%		+16080%		+2%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt		+1.0pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		30.6		30.4		34.9		-4.3		-12%		-13%				1.1		0.9		1.4		- 0.3		-21%		+1485%		-32%				3.6%		3.1%		4.0%		-0.4pt		-0.8pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		20.5		20.3		19.5		+1.0		+5%		+4%				1.7		1.6		1.1		+0.6		+52%		+1244%		+53%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt		+2.7pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		16.0		16.0		15.2		+0.8		+5%		+6%				0.4		0.4		0.3		+0.1		+36%		+291%		+30%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt		+0.4pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.9		1.9		3.5		-1.6		-47%		-47%				0.2		0.2		0.6		- 0.4		-71%		+601%		-71%				6.5%		6.5%		13.7%		-7.2pt		-7.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments																- 0.9		▲ 0.8		- 1.2		+0.2		—		-1176%																		Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		178.8		175.6		186.5		-7.7		-4%		-6%				19.6		18.2		17.9		+1.8		+10%		+18525%		+2%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt		+0.8pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																												3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,725				1,693		+32		+2%		+4%				251				245		+6		+2%				+6%				14.6%				14.5%		+0.1pt						計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		503				491		+12		+2%		+4%				13				9		+4		+39%				+57%				2.6%				1.9%		+0.7pt						医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		302				341		▲39		▲11%		▲10%				21				33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%				9.7%		▲2.6pt						産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		213				193		+19		+10%		+11%				4				▲ 3		+7		-				-				2.0%				-1.4%		+3.4pt						航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		48				64		▲16		▲24%		▲24%				8				7		+1		+14%				+14%				13.4%				9.4%		+4.0pt						その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18				▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,791				2,782		+9		+0%		+2%				280				276		+4		+1%				+6%				10.0%				9.9%		+0.1pt						合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales														Operating Income																														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y								FY2019				FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.5				169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1				24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%				14.5%		+0.1pt						AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		50.3				49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3				0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%				1.9%		+0.7pt						MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		30.2				34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1				3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%				9.7%		-2.6pt						IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		21.3				19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4				-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%				-1.4%		+3.4pt						AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		4.8				6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8				0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment																-1.8				-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		279.1				278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0				27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%				9.9%		+0.1pt						Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt









						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				予算 ヨサン		前同比								FY2019				予算 ヨサン		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		627				612		+15		+2%						80				94		▲15		▲16%								12.7%				15.4%		▲2.7pt						計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		197				165		+32		+19%						2				0		+2		-								0.9%				0.0%		+0.9pt						医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		97				107		▲10		▲9%						4				7		▲2		▲34%								4.4%				6.1%		▲1.7pt						産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		53				79		▲26		▲33%						0				1		▲1		-								0.2%				1.6%		▲1.4pt						航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		29				10		+19		+191%						7				6		+1		+16%								15.2%				17.4%		▲2.2pt						その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲9				▲ 9		▲0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		1,003				973		+31		+3%						83				99		▲16		▲16%								8.3%				10.2%		▲1.9pt						合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																												通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,362				2,414		▲52		▲2%		▲1%				358				388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%				16.1%		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		702				691		+11		+2%		+3%				32				23		+9		+37%		15		+47%				4.5%				3.4%		+1.2pt						医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		430				454		▲24		▲5%		▲4%				37				45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%				9.8%		▲1.3pt						産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		300				273		+27		+10%		+11%				8				1		+7		+565%		3		+555%				2.6%				0.4%		+2.2pt						航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		60				80		▲20		▲25%		▲10%				12				14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%				14.1%		+1.3pt						その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク																▲ 446				▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,854				3,912		▲58		▲1%		▲0%				0				445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%				11.4%		▲11.4pt						合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018										FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Increase/
Decrease						Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		236.2				241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8				38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%				16.1%		-0.9pt						AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		70.2				69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2				2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%				3.4%		+1.2pt						MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		43.0				45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7				4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%				9.8%		-1.3pt						IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		30.0				27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8				0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%				0.4%		+2.2pt						AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		6.0				8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2				1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%				14.1%		+1.3pt						Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments																-44.6				-2.6		-42.0		—		0																		Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		385.4				391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0				44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%				11.4%		-11.4pt						Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																												４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		637				721		▲84		▲12%		▲11%				106				142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%				19.8%		▲3.0pt						計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		199				200		▲1		▲1%		+0%				19				14		+5		+36%		15		+41%				9.6%				7.0%		+2.6pt						医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		128				113		+15		+13%		+14%				15				12		+4		+33%		12		+39%				12.0%				10.2%		+1.8pt						産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		88				80		+8		+10%		+10%				4				4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%				4.8%		▲0.5pt						航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		12				16		▲4		▲27%		▲27%				4				6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%				31.5%		▲8.4pt						その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 428				▲ 9		▲419		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,063				1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280				169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%				15.0%		▲41.2pt						合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018										FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Increase/
Decrease						Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		63.7				72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6				14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%				19.8%		-3.0pt						AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		19.9				20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9				1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%				7.0%		+2.6pt						MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.8				11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5				1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%				10.2%		+1.8pt						IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		8.8				8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4				0.4		-0		-4%				+0%				4.2%				4.8%		-0.5pt						AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.2				1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4				0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%				31.5%		-8.4pt						Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments																-42.8				-0.9		-42		—		0		—																Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		106.3				113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0				16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%				15.0%		-41.3pt						Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																												通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362				2,450		▲88		▲4%		▲2%				358				395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%				16.1%		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		702				700		+2		+0%		+1%				32				27		+5		+18%		15		+18%				4.5%				3.9%		+0.7pt						医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		430				440		▲10		▲2%		▲1%				37				37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%				8.4%		+0.1pt						産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		300				295		+5		+2%		+3%				8				8		▲0		-		3		-				2.6%				2.7%		+0.0pt						航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		60				65		▲5		▲8%		▲10%				12				12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%				14.1%		▲0.4pt						その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 446				▲ 29		▲417		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,854				3,950		▲96		▲2%		▲1%				0				450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%				11.4%		▲11.4pt						合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																												４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		637				725		▲88		▲12%		▲11%				106				144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%				19.8%		▲3.0pt						計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		199				197		+2		+1%		+2%				19				14		+5		+35%		15		+5%				9.6%				7.2%		+2.4pt						医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		128				138		▲10		▲7%		▲6%				15				16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%				11.3%		+0.6pt						産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		88				82		+5		+7%		+7%				4				4		▲0		-		3		-				4.2%				4.6%		▲0.3pt						航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		12				17		▲5		▲31%		▲10%				4				4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%				14.1%		▲0.4pt						その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 428				▲ 11		▲417		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,063				1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280				170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%				14.7%		▲41.0pt						合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2020＊

						重点機種 ジュウテン キシュ		586		595		619		624		611		(8)		(+2%)		(+4%)		(+1%)		(▲1%)

						その他 タ		455		516		516		474		463		(53)		(+13%)		(▲0%)		(▲8%)		(▲10%)

						合計 ゴウケイ		1,040		1,111		1,134		1,098		1,074		(60)		(+7%)		(+2%)		(▲3%)		(▲5%)





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				59.5		61.9		62.4		61.1

						Others				51.6		51.6		47.4		46.3

						Total				111.1		113.4		109.8		107.4









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				59.5		61.9		62.4		61.1		100.9%				4.0%		0.9%		4%

						Other				51.6		51.6		47.4		46.3		91.8%				-0.0%		-8.2%		-0%

						Total				111.1		113.4		109.8		107.4		96.8%				2.1%		-3.2%		2%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				5.9		6.2		6.2		6.1

						Others				5.2		5.2		4.7		4.6

						Total				11.1		11.3		11.0		10.7



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


売上高推移　（億円）



FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	594.97	618.52	624	611	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	515.91000000000008	515.66000000000008	473.56999999999994	462.94000000000005	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	1110.8800000000001	1134.18	1097.57	1073.94	



売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+24%)

(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				171		151		169		+2		+1%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、感染症対策に貢献
・産業向け、大学向けなどが減少し、実質減収 カンセンショウ タイサク コウケン サンギョウ ム ダイガク ム ジッシツ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				306		312		328		▲22		▲7%		▲5%

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						中国				137		139		124		+12		+10%		+12%				・医薬品など民需を中心に重点機種が拡大 イヤクヒン ジュウテン キシュ カクダイ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						北米				54		55		58		▲4		▲7%		▲4%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						欧州				49		51		54		▲5		▲9%		▲5%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響し減収
・ロシアでは医薬品、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ゲンシュウ イヤクヒン ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				51		50		67		▲16		▲24%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2020 Actual		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				250		246		288		▲38		▲13%		▲15%

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				145		143		126		+19		+15%		+14%

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				69		71		63		+7		+11%		+13%

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				64		64		67		▲2		▲3%		▲4%

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				70		65		71		▲1		▲1%		▲9%







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				25.0				28.8		-3.8		-13%		-15%

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.9				6.3		+0.7		+11%		+13%

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				6.4				6.7		-0.2		-3%		-4%

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				14.5				12.6		+1.9		+15%		+14%

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				7.0				7.1		-0.1		-1%		-9%





				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		397		457		▲36		▲8%		▲13%				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		677		▲1		▲0%		▲0%				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		282		250		+31		+13%		+13%				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		126		121		+3		+2%		+5%				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		115		120		▲7		▲6%		▲5%				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		115		138		▲17		▲12%		▲17%				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019				FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1				45.7		-3.6		-8%		-13%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1				13.8		-1.7		-12%		-17%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3				12.0		-0.7		-6%		-5%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3				12.1		+0.3		+2%		+5%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1				25.0		+3.1		+13%		+13%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				247				185		+62		+34%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						北米				70				69		+2		+3%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						その他
アジア ホカ				88				52		+36		+68%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						中国				114				164		▲50		▲31%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						欧州				73				65		+8		+12%		+2%				・ロシア好調が継続





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				24.7				18.5		+6.2		+34%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				7.0				6.9		+0.2		+3%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				8.8				5.2		+3.6		+68%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				11.4				16.4		-5.0		-31%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.3				6.5		+0.8		+12%		+2%





				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				668				642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				395				414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				194				189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				186				186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				209				190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				934				1,008		▲74		▲7%		▲7%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				541				479		+62		+13%		+15%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				246				262		▲16		▲6%		▲4%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				233				247		▲14		▲6%		+0%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				243				268		▲25		▲9%		▲8%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				93.4				100.8		-7.4		-7%		-7%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				24.3				26.8		-2.5		-9%		-8%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				24.6				26.2		-1.6		-6%		-4%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				23.3				24.7		-1.4		-6%		+0%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				54.1				47.9		+6.2		+13%		+15%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				266				366		▲101		▲27%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				146				65		+81		+124%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				52				73		▲21		▲29%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				47				61		▲14		▲23%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				34				78		▲44		▲57%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				26.6				36.6		-10.1		-27%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				3.4				7.8		-4.4		-57%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				5.2				7.3		-2.1		-29%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				4.7				6.1		-1.4		-23%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				14.6				6.5		+8.1		+124%		+0%
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6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+8%		・医薬品・医療機関がグローバルで増加 イヤクヒン イリョウ キカン ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国が増加したもの、中国以外は減少
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク ゾウカ チュウゴク イガイ ゲンショウ ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		▲10%		・大学は一時的な閉鎖により減少
・官公庁は入札の延期などにより減少
・公的予算の投入や入札再開により
　回復傾向 ダイガク イチジテキ ヘイサ ゲンショウ カンコウチョウ ニュウサツ エンキ ゲンショウ コウテキ ゾウカ テン カイフク





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		35.2%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		21.5%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		16.1%

		その他 ホカ		27.3%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						-10%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+8%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		35.2%

				Industry		21.5%

				Academia/Government		16.1%

				Others		27.3%
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ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019				FY2020		FY2020＊

				X線 セン		220		233		241				232		225		(233)				ERROR:#NAME?		-100.0%		-100%		(16)		6%		3%		-4%		-7%

						6%

				その他 タ		86		93		108				74		79		(93)				8.0%		-100.0%		-100%		(29)		8%		16%		-32%		-27%

				合計 ゴウケイ		306		326		349				306		304		(326)				6.6%		-100.0%		-100%		(45)		7%		7%		-12%		-13%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019

				X-Ray Systems		22.0		23.3				0.0						(23)				ERROR:#NAME?		-100.0%		-100%

				Other		8.6		9.3				0.0						(9)				8.0%		-100.0%		-100%

				Total		30.6		32.6				0.0						(33)				6.6%		-100.0%		-100%































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	X線	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	233.49	241.07	232.42	225	その他	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	92.990000000000009	107.69	73.760000000000019	78.88	合計	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	326.48	348.76	306.18	303.88	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		68		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ				53		49		66		▲13		▲20%		▲26%												4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		9		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		10		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		9		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2020 Actual		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		96		143		▲51		▲35%		▲33%

																												海外 カイガイ				94		91		59		+35		+59%		+54%

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		24		18		+5		+28%		+30%

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		12		9		+3		+33%		+30%

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		12		17		▲4		▲23%		▲32%

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		14		12		+7		+55%		+18%







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2				14.3		-5.1		-35%		-33%

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3				1.8		+0.5		+28%		+30%

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2				0.9		+0.3		+33%		+30%

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3				1.7		-0.4		-23%		-32%

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9				1.2		+0.7		+55%		+18%







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		164		223		▲64		▲29%		▲27%				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		140		125		+22		+17%		+12%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		43		36		+7		+20%		+22%				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		24		22		+6		+29%		+5%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		21		17		+4		+25%		+25%				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		22		25		+2		+7%		▲12%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019				FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9				22.3		-6.4		-29%		-27%				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3				3.6		+0.7		+20%		+22%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7				2.5		+0.2		+7%		-12%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1				1.7		+0.4		+25%		+25%				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9				2.2		+0.6		+29%		+5%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				152				90		+62		+69%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				8				15		▲7		▲47%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				7				12		▲5		▲39%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				10				20		▲10		▲51%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				9				16		▲6		▲40%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				15.2				9.0		+6.2		+69%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				0.8				1.5		-0.7		-47%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				0.7				1.2		-0.5		-39%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.0				2.0		-1.0		-51%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				0.9				1.6		-0.6		-40%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				311				275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				51				60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				36				44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				28				33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				38				43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				431				402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				73				81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52				58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				37				43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				52				53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				43.1				40.2		+2.9		+7%		+7%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				7.3				8.1		-0.9		-11%		-9%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2				5.8		-0.6		-10%		-9%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				3.7				4.3		-0.6		-14%		-9%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				5.2				5.3		-0.1		-2%		-0%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				120				126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22				21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				16				14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9				10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				14				10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019				FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.0				12.6		-0.7		-5%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2				2.1		+0.1		+5%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.6				1.4		+0.2		+11%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9				1.0		-0.1		-11%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				1.4				1.0		+0.3		+33%		-26%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019				FY2020				FY2020＊														TMP

				TMP		43		89		96		70				101		-26%		99		7%		-26%		43%		41%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		63		65		66				53		1%		54		4%		1%		-18%		-18%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		53		67		59				51		-12%		50		28%		-12%		-13%		-15%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		205		228		195				205		-15%		203		11%		-15%		5%		4%						Others

																																		その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

														-26%																				Total

														1%																				合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

														-12%																								50%		7%

														-15%

																																						11%		4%



																																						6%		28%



																																						24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018				FY 2019

				TMP		4.3				9.6				7.0

				Hydraulic Equipment		3.1				6.5				6.6

				Other		1.9				6.7				5.9

				Total		9.3				22.8				19.5































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	95.52	70.34	100.57	99.45	油圧機器	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	65.16	65.53	53.43	53.72	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	67.17	58.849999999999994	51.090000000000011	50.290000000000006	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	227.85000000000002	194.72	205.09	203.46	



TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



9.5519999999999996	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



6.516	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

6.7170000000000005	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ



		民航15億円：＋4億円（＋35%） 

		防衛50億円：＋7億円（＋15％）　 オクエン オクエン











		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020

		民航 タミ ワタル		20		25				30				20				23%		21%		23%		-34%

		防衛 ボウエイ		111		99				121				140				22%		-11%		22%		15%

		合計 ゴウケイ		132		124				152				160				22%		-6%		22%		5%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		2.0		2.5				3.0				2.0

		Defense		11.1		9.9				12.1				14.0

		Total		13.2		12.4				15.2				16.0





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2018	FY2019	FY2020	24.75	30.47	20.159999999999997	防衛	

FY2018	FY2019	FY2020	99.48	121.35	139.79	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	124.23	151.82	159.94999999999999	





11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

				目次 モクジ

								通期 ツウキ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2020		期初予想 キショ ヨソウ		FY2019		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		3,650		3,400		3,854		+250		+6.5%		▲204		▲5.3%		-140		-4%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		380		220		418		+160		+38.2%		▲38		▲9.2%		-17		-4%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.4%		6.5%		10.9%		+3.9pt		-		▲0.4pt		-						+3.9pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		375		220		427		+155		+36.3%		▲52		▲12.1%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		270		160		318		+110		+34.6%		▲48		▲15.0%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		106		105		109		+1		+0.9%		▲3		▲2.6%						+1.0				-16.68		-2.86		-19.54

						　ユーロ（円） エン		118		115		121		+3		+2.5%		▲3		▲2.4%						+3.0				-5.56		-1.001		-6.561



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		160		160		169		+0		+0.0%		▲9		▲5.3%

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		120		120		177		+0		+0.0%		▲57		▲32.1%

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		150		150		133		+0		+0.0%		+17		+13.2%



				指標 シヒョウ		EPS（円） エン		110.41				101.26						+9.15

						ROE（%）		11.7%				11.7%						ー

						ROA（%）		10.6%				10.6%						ー







						Units: Billions of yen		Full-Year						Beginning-of-Year Estimate Vs. Actual				YoY

								FY 2020		Beginning-of-Year Estimate 		FY 2019		Changes		Percent Increase/
Decrease		Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects

				Business Results		Net Sales		365.0		340.0		385.4		+25.0		+7.4%		-20.4		-5.3%		- 14.0		-4%

						Operating Income		38.0		22.0		41.8		+16.0		+38.2%		-3.8		-9.2%		- 1.7		-4%

						  Operating Margin		10.4%		6.5%		10.9%		+3.9pt		—		-0.4pt		—

						Ordinary Income		37.5		22.0		42.7		+15.5		+36.3%		-5.2		-12.1%

						Profit Attributable to Owners of Parent		27.0		16.0		31.8		+11.0		+34.6%		-4.8		-15.0%



				Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106		105		109		+1		+0.9%		-3		-2.6%

						Euro (Yen)		118		115		121		+3		+2.5%		-3		-2.4%



				Major
Investments		R&D Expenses		16.0		16.0		16.9		+0		+0.0%		-0.9		-5.3%

						CAPEX		12.0		12.0		17.7		+0		+0.0%		-5.7		-32.1%

						(Depreciation and Amortization)		15.0		15.0		13.3		+0		+0.0%		+1.7		+13.2%







						4Qのみ

								4Q						当初予想比 トウショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		859		609		1,072		+250		ERROR:#VALUE!		-213		-20%		-149		-14%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		100		(60)		143		+160		-100%		-42		-30%		-21		-14%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.7%		-9.8%		13.3%		+21.5pt		-		▲1.6pt		-						+21.5pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		87		-68		142		+155		-100%		▲ 55		▲39%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		56		-54		123		+110		-100%		▲ 67		▲54%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		108.0		105.0		110.2		+3.0		+2.9%		▲ 2.2		▲2.0%						+3.0				-13.38		-5.17		-18.55

						　ユーロ（円） エン		120.0		120.0		125.2		+0.0		0.0%		▲ 5.2		▲4.1%						+0.0				-4.46		-1.8095		-6.2695



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		39		42		50		-3				-12

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		1		(20)		37		+21				-36

						（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ		52		64		47		-12				+5





				下期 シモキ



								通期 ツウキ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2020		期初予想 キショ ヨソウ		FY2019		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		1,862		1,612		1,990		+250		+12.6%		▲127		▲6.4%		-63		-3%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		184		24		240		+160		+66.7%		▲56		▲23.4%		-34		-14%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		9.9%		1.5%		12.1%		+8.4pt		-		▲2.2pt		-						+8.4pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		180		25		240		+155		+64.6%		▲60		▲24.8%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		131		21		185		+110		+59.4%		▲54		▲29.4%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		105		105		109		+0		+0.0%		▲4		▲3.6%						+0.0				-23.4		-5.58		-28.98

						　ユーロ（円） エン		115		115		120		▲0		▲0.3%		▲6		▲4.6%						▲ 0.3				-7.8		-1.953		-9.753



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		89		89		84		+0		+0.0%		+5		+5.4%

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		61		61		79		+0		+0.0%		▲19		▲23.7%

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		74		74		67		+0		+0.0%		+7		+10.4%









&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,280		2,565		2,362		▲ 82		▲3%		▲285				335		415		358		▲ 23		▲6%		▲80				14.7%		16.2%		15.1%		▲0.4pt



				医用 イヨウ		620		710		702		▲ 82		▲12%		▲90				24		27		32		▲ 8		▲25%		▲3				3.9%		3.8%		4.5%		▲0.7pt



				産業 サンギョウ		425		450		430		▲ 5		▲1%		▲25				37		37		37		+0		+1%		+0				8.7%		8.2%		8.5%		+0.2pt



				航空 コウクウ		285		300		300		▲ 15		▲5%		▲15				6		9		8		▲ 2		▲24%		▲3				2.1%		3.0%		2.6%		▲0.5pt



				その他 タ		40		75		60		▲ 20		▲33%		▲35				5		13		12		▲ 7		▲58%		▲8				8.6%		14.0%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 27		▲ 31		▲ 28		+1		-		+4

				合計 ゴウケイ		3,650		4,100		3,854		▲ 204		▲5%		▲450				380		470		418		▲ 38		▲9%		▲90				10.4%		11.5%		10.9%		▲0.4pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		228.0		256.5		236.2		-8.2		-3%		-28.5				33.5		41.5		35.8		-2.3		-6%		-8.0				14.7%		16.2%		15.1%		-0.4pt



				MED		62.0		71.0		70.2		-8.2		-12%		-9.0				2.4		2.7		3.2		-0.8		-25%		-0.3				3.9%		3.8%		4.5%		-0.7pt



				IM		42.5		45.0		43.0		-0.5		-1%		-2.5				3.7		3.7		3.7		+0		+1%		+0.0				8.7%		8.2%		8.5%		+0.2pt



				AE		28.5		30.0		30.0		-1.5		-5%		-1.5				0.6		0.9		0.8		-0.2		-24%		-0.3				2.1%		3.0%		2.6%		-0.5pt



				Other		4.0		7.5		6.0		-2.0		-33%		-3.5				0.5		1.3		1.2		-0.7		-58%		-0.8				8.6%		14.0%		15.4%		-6.8pt

				Adjustments																-2.7		-3.1		-2.8		+0.1		—		+0.4

				Total		365.0		410.0		385.4		-20.4		-5%		-45.0				38.0		47.0		41.8		-3.8		-9%		-9.0				10.4%		11.5%		10.9%		-0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		555		840		669		▲ 114		▲17%		▲285				84		164		112		▲ 28		▲25%		▲80				15.1%		19.5%		16.8%		▲1.7pt



				医用 イヨウ		117		207		211		▲ 94		▲45%		▲90				11		14		23		▲ 12		▲51%		▲3				9.5%		6.8%		10.7%		▲1.2pt



				産業 サンギョウ		123		148		89		+33		+37%		▲25				16		16		4		+12		+339%		+0				12.7%		10.6%		4.0%		+8.7pt



				航空 コウクウ		72		87		107		▲ 35		▲32%		▲15				2		5		11		▲ 9		▲83%		▲3				2.5%		5.5%		9.9%		▲7.4pt



				その他 タ		(8)		27		(4)		▲ 4		+103%		▲35				(3)		5		5		▲ 8		▲170%		▲8				104.1%		14.7%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲9		▲13		▲11		+2				+4

				合計 ゴウケイ		859		1,309		1,072		▲ 213		▲20%		▲450				100		190		143		▲ 42		▲30%		▲90				11.7%		14.5%		13.3%		▲1.6pt



				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,280		2,565		2,110		+170		+8%		▲285				335		415		223		+112		+50%		▲80				14.7%		16.2%		10.6%		+4.1pt



				医用 イヨウ		620		710		610		+10		+2%		▲90				24		27		5		+19		+380%		▲3				3.9%		3.8%		0.8%		+3.1pt



				産業 サンギョウ		425		450		415		+10		+2%		▲25				37		37		28		+9		+32%		+0				8.7%		8.2%		6.7%		+2.0pt



				航空 コウクウ		285		300		215		+70		+33%		▲15				6		9		▲19		+25		▲132%		▲3				+2.1%		3.0%		▲8.8%		+10.9pt



				その他 タ		40		75		50		▲ 10		▲20%		▲35				5		13		9		▲ 4		▲44%		▲8				8.6%		14.0%		13.2%		▲4.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 27		▲ 31		▲ 26		▲ 1		-		+4

				合計 ゴウケイ		3,650		4,100		3,400		+250		+7%		▲450				380		470		220		+160		+73%		▲90				10.4%		11.5%		6.5%		+3.9pt











				上期 カミキ



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134		▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156		+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349		▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14		▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195		+10		+5%		▲245				17		37		11		+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152		+8		+5%		▲140				4		9		3		+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35		▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6		▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 9		▲ 31		▲ 12		+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865		▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179		+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt





				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,182		2,565		1,228		▲ 46		▲4%		▲1383				163		2,565		201		▲ 38		▲19%		▲2402				13.8%		100.0%		16.4%		▲2.6pt



				医用 イヨウ		314		710		353		▲ 39		▲11%		▲396				13		710		18		▲ 5		▲28%		▲697				4.1%		100.0%		5.0%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		220		450		236		▲ 16		▲7%		▲230				20		450		25		▲ 6		▲22%		▲430				9.1%		100.0%		10.8%		▲1.8pt



				航空 コウクウ		125		300		149		▲ 24		▲16%		▲175				2		300		5		▲ 3		▲61%		▲298				1.5%		100.0%		3.3%		▲1.8pt



				その他 タ		21		75		24		▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6		▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 16		▲ 2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		1,862		4,100		1,990		▲ 127		▲6%		▲2238				184		4,100		240		▲ 56		▲23%		▲3916				9.9%		100.0%		12.1%		▲2.2pt







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁				▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン				×		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■回診車は、下期も一定の需要を期待
■経営が厳しい状況が継続するが、政府補助金による設備投資増を見込む カイシン シャ シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ ケイエイ キビ ジョウキョウ ケイゾク セイフ ホジョキン セツビ トウシ ゾウ ミコ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回診車は、下期も一定の需要を期待
■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				▲		■中国は好調継続、フォークリフト・小型建機の需要は回復傾向 チュウゴク コウチョウ ケイゾク コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		▲1%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		▲5%





						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY 2020

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		-4%











14_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加













































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




15_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+31%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+31%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%









&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









16＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%







								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+46%		+36%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-7%		-20%











施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





17＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+6%		▲2%		+4%				+1%		+4%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		32%		32%		32%				37%		33%

				医用 イヨウ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%

				TMP

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%

				全社 ゼンシャ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+16%		+13%		+13%		+8%		+12%				+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				27%		27%		27%		27%		27%				29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%





				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+6%		-2%		+4%				+1%		+4%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		32%		32%		32%				37%		33%



				Medical Systems 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		-2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		-8%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%



				TMP

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%









Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet4

		地域 チイキ		国 クニ		事業 ジギョウ		稼働状況 カドウ ジョウキョウ		備考 ビコウ

		アジア		日本 ニホン		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ

				中国 チュウゴク		計測 ケイソク		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月10日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						医用 イヨウ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月10日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						産業（油圧） サンギョウ ユアツ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月18日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						産業（真空炉） サンギョウ シンクウ ロ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月20日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

				マレーシア		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月18日~4月5日まで休止、4月6日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

				フィリピン		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月19日~3月29日まで休止、3月30日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

		欧州 オウシュウ		イギリス		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		稼働中 カドウチュウ

		北米 ホクベイ		アメリカ		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		稼働中 カドウチュウ

				アメリカ		航空 コウクウ		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月20日~3月26日まで休止、3月27日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

				開発 カイハツ		製造 セイゾウ		販売・サービス ハンバイ

		日本 ニホン		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		中国 チュウゴク		通常出勤 ツウジョウ シュッキン

		その他アジア ホカ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		欧州 オウシュウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		北米 ホクベイ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

				主要セグメント シュヨウ		バリューチェーンへの影響 エイキョウ		備考 ビコウ

		日本 ニホン		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		中国 チュウゴク		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		通常通り ツウジョウ ドオ		工場は1月末から2月中旬まで停止。オフィスは2月中旬から業務を開始、3月中旬には通常 コウジョウ ガツ マツ ガツ チュウジュン テイシ ガツ チュウジュン ギョウム カイシ ガツ チュウジュン ツウジョウ

		北米 ホクベイ		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		欧州 オウシュウ		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		その他アジア ホカ		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ		フィリピンとマレーシアの工場は3月中旬から4月上旬まで停止 コウジョウ ガツ チュウジュン ガツ ジョウジュン テイシ





Sheet2

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%





ＬＣ４０　受注

						日本 ニホン		46

						北米 ホクベイ		8

						欧州 オウシュウ		12

						その他アジア ホカ		51

						その他 ホカ		3

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ

						0		15		53		180		450		800

								38		127		270		350



[分類名]
[パーセンテージ]

日本	北米	欧州	その他アジア	その他	46	8	12	51	3	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	15	53	180	450	800	



１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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FY 2020 Earnings Forecast by Business Segment

AMI: ■ Recovery trend in China. Severe conditions will continue in regions other than China, due to COVID-19.
MED: ■ Markets will stagnate globally due to severe management conditions for medical institutions.
IM: ■ TMP sales for semiconductor manufacturing equipment will be strong. Recovery of industrial furnace and 

glass winder sales will take time in regions other than China.
AE: ■ Severe conditions will continue for both the defense and commercial aircraft equipment businesses.

• AMI: Analytical & Measuring Instruments, MED: Medical Systems, IM: Industrial Machinery, AE: Aircraft Equipment 

YoY

Units:
Billions of yen Changes

Percent
Increase/
Decrease

Changes
Percent

Increase/
Decrease

Increase/
Decrease

AMI 228.0 236.2 -8.2 -3% 33.5 35.8 -2.3 -6% 14.7% 15.1% -0.4pt

MED 62.0 70.2 -8.2 -12% 2.4 3.2 -0.8 -25% 3.9% 4.5% -0.7pt

IM 42.5 43.0 -0.5 -1% 3.7 3.7 +0 +1% 8.7% 8.5% +0.2pt

AE 28.5 30.0 -1.5 -5% 0.6 0.8 -0.2 -24% 2.1% 2.6% -0.5pt

Other 4.0 6.0 -2.0 -33% 0.5 1.2 -0.7 -58% 8.6% 15.4% -6.8pt
Adjustments -2.7 -2.8 +0.1 —

Total 365.0 385.4 -20.4 -5% 38.0 41.8 -3.8 -9% 10.4% 10.9% -0.4pt

Net Sales Operating Income Operating Margin

FY 2020FY 2020 FY 2019

YoY

FY 2019FY 2019

YoY

FY 2020


目次

				目次 モクジ

				No.		シート		内容 ナイヨウ

				1		1_損益計算書 ソンエキ ケイサンショ		作成済 サクセイ スミ

				2		2_利益増減		作成済 サクセイ スミ

				4		3_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				5		4_計測1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				6		5_計測2_地域別		作成済 サクセイ スミ

				7		6_計測3_市場別		作成済 サクセイ スミ

				8		7_医用1_機種別 キシュ ベツ		作成済 サクセイ スミ

				9		8_医用_地域別		作成済 サクセイ スミ

				10		9_産機		作成済 サクセイ スミ

				11		10_航空		作成済 サクセイ スミ

				12		11_1_次期予想		作成済 サクセイ スミ

				13		11_2_次期予想_事業セグメント別		作成済 サクセイ スミ

				14		12_コロナ事業環境		作成済 サクセイ スミ



&"Arial,標準"&9&F&P	&9&A/&F




1_損益計算書

						目次 モクジ																										目次 モクジ																目次 モクジ

						通期 ツウキ																										通期 ツウキ																通期 ツウキ



										1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率

						業績		売上高		808		857		▲49		▲6%		▲49		+85555%												業績		売上高		802		808		▲6		▲1%						業績		売上高		786		808		▲22		▲3%

																																		売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%								売上総利益 ソウリエキ		305		323		▲19		▲6%

																																		（率） リツ		38.0%		40.0%		▲2.0pt		-								（率） リツ		38.8%		0		▲1.2pt		-

																																		販管費 ハンカンヒ		244		279		▲35		▲12%								販管費 ハンカンヒ		254		279		▲25		▲9%

																																		（率） リツ		30.4%		34.5%		▲4.1pt		-								（率） リツ		32.3%		0		▲2.1pt		-

																																		*売上高（実質） ウリアゲ ダカ ジッシツ		786		808		▲22		▲3%

								営業利益		45		57		▲13		▲22%		▲13		+5639%														営業利益		61		45		+16		+36%								営業利益		51		45		+6		+13%

								　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		7.6%		5.5%		+2.1pt		-								　営業利益率		6.4%		5.5%		+0.9pt		-

																																		*営業利益（実質） エイギョウ リエキ ジッシツ		51		45		+6		+13%

								経常利益		45		66		▲21		▲32%		▲21		+6476%														経常利益		62		45		+17		+38%								経常利益		62		45		+17		+38%

								親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%		▲9		+4252%														親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%								親会社株主に帰属する当期純利益		42		34		+7		+22%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		110.0		109.1		+0.8		+1%		+0.8		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.3		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.7		110.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		123.5		130.1		▲6.6		▲5%		▲6.5		+99%														　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%								　                  ユーロ（円）		118.5		123.5		▲5.0		▲4%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		46		39		+7				+7														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		34		46		▲ 12								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費				0		+0

								設備投資額		34		59		▲ 26				▲ 26																設備投資額		26		34		▲ 8										設備投資額				0		+0

								（減価償却費）		33		28		+5				+5																減価償却費		38		33		+5										（減価償却費）				0		+0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		110.41		9.15								指標		EPS（円）		110.41		0		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		0.0%		ー







										1Q				Y on Y				Y on Y																		Q1				YoY												1Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		80.8		85.7		- 4.9		▲6%		- 4.8		+8465%												Business
Results		Net Sales		80.2		80.8		- 0.6		-1%						Business Results		Net sales		78.6		80.8		- 2.2		▲3%

																																		• Net Sales (Actual)		78.6		80.8		-2.2		-3%

								Operating income		4.5		5.7		- 1.3		▲22%		- 1.1		+474%														Operating Income		6.1		4.5		+1.6		+36%								Operating income		5.1		4.5		+0.6		+13%

								    ratio(%)		5.5%		6.7%		▲1.2pt				▲117.5pt																    Operating Margin		7.6%		5.5%		+2.1pt		—								    ratio(%)		6.4%		5.5%		+0.9pt

																																		• Operating Income (Actual)		5.1		4.5		+0.6		+13%

								Ordinary income		4.5		6.6		- 2.1		▲32%		- 1.8		+558%														Ordinary Income		6.2		4.5		+1.7		+38%								Ordinary income		6.2		4.5		+1.7		+38%

								Profit attributable to owners of parent		3.4		4.4		- 0.9		▲22%		- 0.7		+335%														Profit Attributable to Owners of Parent		4.2		3.4		+0.7		+22%								Profit attributable to owners of parent		4.2		3.4		+0.7		+22%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		+0.8		+1%		+0.8		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.7		110.0		- 2.3		-2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 6.6		-5%		- 6.5		+99%														                         Euro (Yen)		118.5		123.5		- 5.0		-4%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 5.0		-4%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.6		3.9		+0.7				+0.7														Major
Investments		R&D Expenses		3.4		4.6		- 1.2								Major
Investments		R&D Expenses		0.0		0.0		+0.0

								CAPEX		3.4		5.9		- 2.6				- 2.6																CAPEX		2.6		3.4		- 0.8										CAPEX		0.0		0.0		+0.0

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		0.0		0.0		+0.0



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー



										2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				前同比 ゼン ドウ ヒ																		2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												2Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,057		972		+85		+9%		+85		+97099%												業績		売上高		986		1,057		▲71		▲7%						業績		売上高		1,079		1,021		+58		+6%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		974		1,057		▲83		▲8%

								営業利益		134		117		+17		+15%		+17		+11599%														営業利益		136		134		+1		+1%								営業利益		128		130		▲2		▲1%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		132		134		▲2		▲2%

								　営業利益率		12.7%		12.0%		+0.6pt		-		ERROR:#VALUE!		-														　営業利益率		13.7%		12.7%		+1.1pt		-								　営業利益率		11.9%		12.7%		▲0.8pt		-

								経常利益		136		121		+15		+12%		+15		+11995%														経常利益		133		142		▲9		▲6%								経常利益		119		142		▲23		▲16%

								親会社株主に帰属する当期純利益		98		86		+13		+15%		+13		+8464%														親会社株主に帰属する当期純利益		98		98		▲1		▲1%								親会社株主に帰属する当期純利益		91		95		▲4		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%		▲4.1		+99%												為替		　平均レート：米ドル（円）		106.3		107.4		▲1.1		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		107.4		111.5		▲4.1		▲3.8%

								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%		▲10.2		+99%														　                  ユーロ（円）		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								　                  ユーロ（円）		119.4		129.7		▲10.3		▲8.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		38		42		▲ 3				▲ 3														主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 2								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		64		43		+21				+21																設備投資額		34		64		▲ 30										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		33		28		+4				+4																（減価償却費）		38		33		+5										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー





										2Q				Y on Y				Y on Y																		Q2				YoY												2Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		105.7		97.2		+8.5		+9%		+8.4		+9620%												Business
Results		Net Sales		98.6		105.7		- 7.1		-7%						Business Results		Net sales		107.9		102.1		+5.8		+6%

																																		• Net Sales (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		97.4		105.7		-8.3		-8%

								Operating income		13.4		11.7		+1.7		+15%		+1.6		+1070%														Operating Income		13.6		13.4		+0.1		+1%								Operating income		12.8		13.0		- 0.2		▲1%

																																		• Operating Income (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		13.2		13.4		-0.2		-2%

								    ratio(%)		12.7%		12.0%		+0.6pt				+64.7pt																    Operating Margin		13.7%		12.7%		+1.1pt		—								    ratio(%)		11.9%		12.7%		▲0.8pt

								Ordinary income		13.6		12.1		+1.5		+12%		+1.4		+1110%														Ordinary Income		13.3		14.2		- 0.9		-6%								Ordinary income		11.9		14.2		- 2.3		▲16%

								Profit attributable to owners of parent		9.8		8.6		+1.3		+15%		+1.1		+756%														Profit Attributable to Owners of Parent		9.8		9.8		- 0.1		-1%								Profit attributable to owners of parent		9.1		9.5		- 0.4		▲4%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%		- 4.1		+99%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		106.3		107.4		- 1.1		-1.1%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		107.4		111.5		- 4.1		-3.8%

								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%		- 10.2		+99%														                             Euro (Yen)		124.2		119.4		+4.8		+3.8%								Euro (Yen)		119.4		129.7		- 10.3		-8.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.8		4.2		- 0.3				- 0.3														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.2								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		6.4		4.3		+2.1				+2.1																CAPEX		3.4		6.4		- 3.0										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		3.3		2.8		+0.4				+0.4																Depreciation and Amortization		3.8		3.3		+0.5										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9



										中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ												中間期 チュウカンキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2020		FY2019		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%		+61		+3%				4100		3912		2,235				業績		売上高		1,788		1,865		▲77		▲4%		41		13		業績		売上高		1,865		1,829		+36		+2%

																																		*売上高（収益認識基準変更及び為替影響除く） ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン ヘンコウ オヨ カワセ エイキョウ ノゾ		1,760		1,865		▲105		▲6%

								営業利益		179		174		+4		+2%		+10		+6%				470		445		291						営業利益		196		179		+18		+10%		19		5				営業利益		179		174		+4		+2%

																																		*営業利益（収益認識基準変更及び為替影響除く） エイギョウ リエキ		182		179		+4		+2%

								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-		+0.1pt																　営業利益率		11.0%		9.6%		+1.4pt		-								　営業利益率		9.6%		9.5%		+0.0pt		-

								経常利益		181		187		▲6		▲3%																		経常利益		195		187		+8		+4%								経常利益		181		187		▲6		▲3%

								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%																		親会社株主に帰属する当期純利益		139		132		+7		+5%								親会社株主に帰属する当期純利益		132		129		+3		+3%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%																為替		　平均レート：米ドル（円）		107.0		108.7		▲1.7		▲1.6%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		110.3		▲1.6		▲1.5%

								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.3		121.5		▲0.1		▲0.1%								　                  ユーロ（円）		121.5		129.9		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		71		85		▲ 13								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		85		81		+4

								設備投資額		97		102		▲ 5																				設備投資額		59		97		▲ 38										設備投資額		97		102		▲ 5

								（減価償却費）		65		56		+9																				（減価償却費）		76		65		+10										（減価償却費）		65		56		+9



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										１H				Y on Y				Y on Y																		1H				YoY												１H				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2020		FY 2019		Changes		Percent Increase/ Decrease								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3.6		+18185%												Business Results		Net Sales		178.8		186.5		- 7.7		-4%						Business Results		Net sales		186.5		182.9		+3.6		+2%

																																		• Net Sales (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		176.0		186.5		-10.5		-6%

								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%		+0.4		+1644%														Operating Income		19.6		17.9		+1.8		+10%								Operating income		17.9		17.4		+0.4		+2%

																																		• Operating Income (Excluding exchange rates and changes in revenue recognition standards)		18.2		17.9		+0.4		+2%

								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt				+4.6pt																    Operating Margin		11.0%		9.6%		+1.4pt		—								    ratio(%)		9.6%		9.5%		+0.0pt

								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%		- 0.6		+1767%														Ordinary Income		19.5		18.7		+0.8		+4%								Ordinary income		18.1		18.7		- 0.6		▲3%

								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%		+0.3		+1192%														Profit Attributable to Owners of Parent		13.9		13.2		+0.7		+5%								Profit attributable to owners of parent		13.2		12.9		+0.3		+3%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		107.0		108.7		- 1.7		-1.6%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		111.0		110.9		- 1.6		-1.5%

								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														                             Euro (Yen)		121.3		121.5		- 0.1		-0.1%								Euro (Yen)		128.4		129.8		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4				+0.4														Major
Investments		R&D Expenses		7.1		8.5		- 1.3								Major
Investments		R&D Expenses		8.5		8.1		+0.4

								CAPEX		9.7		10.2		- 0.5				- 0.5																CAPEX		5.9		9.7		- 3.8										CAPEX		9.7		10.2		- 0.5

								Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9				+0.9																Depreciation and Amortization		7.6		6.5		+1.0										Depreciation and Amortization		6.5		5.6		+0.9







										3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												3Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%		▲3		▲0%												業績		売上高		1,003		954		+50		+5%						業績		売上高		926		954		▲27		▲3%

								営業利益		101		101		▲0		▲0%		+6		+6%														営業利益		83		101		▲18		▲18%								営業利益		101		101		▲0		▲0%

								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-		+0.1pt																　営業利益率		8.3%		10.6%		▲2.3pt		-								　営業利益率		10.9%		10.6%		+0.3pt		-

								経常利益		107		98		+9		+9%																		経常利益		93		98		▲5		▲5%								経常利益		107		98		+9		+9%

								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%																		親会社株主に帰属する当期純利益		75		66		+9		+14%								親会社株主に帰属する当期純利益		81		66		+16		+24%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		113.0		▲4.2		▲3.7%

								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%																		　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%								　                  ユーロ（円）		120.4		128.8		▲8.5		▲6.6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		37		38		▲ 1

								設備投資額		22		37		▲ 16																				設備投資額		22		37		▲ 16										設備投資額		22		37		▲ 16

								減価償却費		33		30		+3																				減価償却費		33		30		+3										減価償却費		33		30		+3





										Q3				YoY				Y on Y																		Q3				YoY												Q3				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%		- 2.7		+9436%												Business
Results		Net Sales		100.3		95.4		+5.0		+5%						Business
Results		Net Sales		92.6		95.4		- 2.7		-3%

								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%		- 0.0		+913%														Operating Income		8.3		10.1		- 1.8		-18%								Operating Income		10.1		10.1		- 0.0		-0%

								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		8.3%		10.6%		▲2.3pt		—								    Operating Margin		10.9%		10.6%		+0.3pt		—

								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%		+0.8		+879%														Ordinary Income		9.3		9.8		- 0.5		▲5%								Ordinary Income		10.7		9.8		+0.9		+9%

								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%		+1.3		+556%														Profit Attributable to Owners of Parent		7.5		6.6		+0.9		+14%								Profit Attributable to Owners of Parent		8.1		6.6		+1.6		+24%



						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%						Exchange
Rates		    Average Rate: USD (Yen)		108.8		113.0		- 4.2		-3.7%

								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%		+0.0		+0%														                          Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%								                              Euro (Yen)		120.4		128.8		- 8.5		-6.6%



						Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1				- 0.1														Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1								Major
Investments		R&D Expenses		3.7		3.8		- 0.1

								CAPEX		2.2		3.7		- 1.6				- 1.6																CAPEX		2.2		3.7		- 1.6										CAPEX		2.2		3.7		- 1.6

								Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3				+0.3																Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3										Depreciation and Amortization		3.3		3.0		+0.3









										４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ												４－１２月（9か月累計） ガツ ゲツ ルイケイ				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%		+33		+1%												業績		売上高		2,791		2,818		▲27		▲1%						業績		売上高		2,791		2,782		+9		+0%

								営業利益		280		276		+4		+1%		+10		+4%														営業利益		280		280		▲0		▲0%								営業利益		280		276		+4		+1%

								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-								　営業利益率		10.0%		9.9%		+0.1pt		-

								経常利益		288		285		+3		+1%																		経常利益		288		285		+3		+1%								経常利益		288		285		+3		+1%

								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%																		親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%								親会社株主に帰属する当期純利益		214		195		+19		+10%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.7		111.2		▲2.5		▲2.2%

								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%																		　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%								　                  ユーロ（円）		121.1		129.5		▲8.4		▲6.5%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		121		118		+3

								設備投資額		119		140		▲ 21																				設備投資額		119		140		▲ 21										設備投資額		119		140		▲ 21

								（減価償却費）		98		86		+12																				（減価償却費）		98		86		+12										（減価償却費）		98		86		+12





										3Q				Y on Y				Y on Y																		3Q				Y on Y												3Q				Y on Y

								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio		Change		ratio														\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio								\ billion		FY2018		FY2017		Change		ratio

						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%		+0.9		+27722%												Business Results		Net sales		279.1		281.8		- 2.7		▲1%						Business Results		Net sales		279.1		278.2		+0.9		+0%

								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%		+0.4		+2657%														Operating income		28.0		28.0		- 0.0		▲0%								Operating income		28.0		27.6		+0.4		+1%

								    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt				+10.8pt																    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt										    ratio(%)		10.0%		9.9%		+0.1pt

								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%		+0.3		+2746%														Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%								Ordinary income		28.8		28.5		+0.3		+1%

								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%		+1.8		+1848%														Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%								Profit attributable to owners of parent		21.4		19.5		+1.9		+10%



						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%						Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		108.7		111.2		- 2.5		-2.2%

								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%								Euro (Yen)		121.1		129.5		- 8.4		-6.5%



						Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3								Major
Investments		R&D Expenses		12.1		11.8		+0.3

								CAPEX		11.9		14.0		- 2.1				- 2.1																CAPEX		11.9		14.0		- 2.1										CAPEX		11.9		14.0		- 2.1

								Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2				+1.2																Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2										Depreciation and Amortization		9.8		8.6		+1.2





										通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ												通期 ツウキ				前年比 ゼンネンヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲33		▲1%												業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%						業績		売上高		3,854		3,912		▲58		▲1%

								営業利益		418		445		▲26		▲6%		▲20		▲5%														営業利益		418		445		▲26		▲6%								営業利益		418		445		▲26		▲6%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		427		455		▲28		▲6%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%																		親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		325		▲8		▲2%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		111.0		▲2.2		▲2%

								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%																		　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%								　                  ユーロ（円）		120.9		128.4		▲7.5		▲6%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		166		+3

								設備投資額		177		217		▲ 40																				設備投資額		177		217		▲ 40										設備投資額		177		217		▲ 40

								減価償却費		133		115		+18																				減価償却費		133		115		+18										減価償却費		133		115		+18



						指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15				9.15														指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15								指標		EPS（円）		110.41		101.26		9.15

								ROE（%）		11.7%		11.7%		ー				ー																ROE（%）		11.7%		11.7%		ー										ROE（%）		11.7%		11.7%		ー







										Full-Year				YoY				Y on Y																		Full-Year				YoY												Full-Year				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%		- 5.8		+39021%												Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%						Business
Results		Net Sales		385.4		391.2		- 5.8		-1%

								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%		- 2.6		+4348%														Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%								Operating Income		41.8		44.5		- 2.6		-6%

								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—								    Operating Margin		10.9%		11.4%		-0.5pt		—

								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%		- 2.7		+4446%														Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%								Ordinary Income		42.7		45.5		- 2.8		-6%

								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%		- 0.7		+3152%														Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%								Profit Attributable to Owners of Parent		31.8		32.5		- 0.8		-2%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%		+0.0		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		108.8		111.0		- 2.2		-2%

								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%								Euro (Yen)		120.9		128.4		- 7.5		-6%



						Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3				+0.3														Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3								Major
Investments		R&D Expenses		16.9		16.6		+0.3

								CAPEX		17.7		21.7		- 4.0				- 4.0																CAPEX		17.7		21.7		- 4.0										CAPEX		17.7		21.7		- 4.0

								(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8				+1.8																(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8										(Depreciation and Amortization)		13.3		11.5		+1.8





										４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ												４Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率								単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲42		▲4%												業績		売上高		1,063		1,094		▲30		▲3%						業績		売上高		1,063		1,130		▲67		▲6%

								営業利益		139		169		▲30		▲18%		▲24		▲14%														営業利益		139		165		▲26		▲16%								営業利益		139		169		▲30		▲18%

								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-		+0.1pt																　営業利益率		13.1%		15.1%		▲2.0pt		-								　営業利益率		13.1%		15.0%		▲1.9pt		-

								経常利益		139		170		▲31		▲18%																		経常利益		139		170		▲31		▲18%								経常利益		139		170		▲31		▲18%

								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%																		親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%								親会社株主に帰属する当期純利益		104		130		▲27		▲20%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		109.0		110.2		▲1.3		▲1.1%

								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%																		　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%								　                  ユーロ（円）		120.1		125.2		▲5.0		▲4.0%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		48		48		+0

								設備投資額		58		78		▲ 20																				設備投資額		58		78		▲ 20										設備投資額		58		78		▲ 20

								減価償却費		34		29		+5																				減価償却費		34		29		+5										減価償却費		34		29		+5





										Q4				YoY				Y on Y																		Q4				YoY												Q4				YoY

								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease		Change		ratio														Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease								Units: Billions of yen		FY 2019		FY 2018		Changes		Percent Increase/ Decrease

						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%		- 6.6		+11200%												Business
Results		Net Sales		106.3		109.4		- 3.0		-3%						Business
Results		Net Sales		106.3		113.0		- 6.7		-6%

								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%		- 2.8		+1591%														Operating Income		13.9		16.5		- 2.6		-16%								Operating Income		13.9		16.9		- 3.0		-18%

								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—		ERROR:#VALUE!																    Operating Margin		13.1%		15.1%		-2.0pt		—								    Operating Margin		13.1%		15.0%		-1.9pt		—

								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%		- 2.9		+1638%														Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%								Ordinary Income		13.9		17.0		- 3.1		-18%

								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%		- 2.5		+1204%														Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%								Profit Attributable to Owners of Parent		10.4		13.0		- 2.7		-20%



						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%		+0.1pt		+0%												Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%						Exchange
Rates		    Average Rate:  USD (Yen)		109.0		110.2		- 1.3		-1.1%

								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%		+0.0		+0%														Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%								Euro (Yen)		120.1		125.2		- 5.0		-4.0%



						Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0				+0.0														Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0								Major
Investments		R&D Expenses		4.8		4.8		+0

								CAPEX		5.8		7.8		- 2.0				- 2.0																CAPEX		5.8		7.8		- 2.0										CAPEX		5.8		7.8		- 2.0

								Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5				+0.5																Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5										Depreciation and Amortization		3.4		2.9		+0.5





										通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ				除く為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ																		通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ												通期 ツウキ				目標比 モクヒョウ ヒ

								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率		差額		増減率														単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率								単位：億円		FY2019		目標 モクヒョウ		差額		増減率

						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲71		▲2%												業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%						業績		売上高		3,854		3,950		▲96		▲2%

								営業利益		418		450		▲32		▲7%		▲25		▲6%														営業利益		418		450		▲32		▲7%								営業利益		418		450		▲32		▲7%

								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-		+0.1pt																　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-								　営業利益率		10.9%		11.4%		▲0.5pt		-

								経常利益		427		455		▲28		▲6%																		経常利益		427		455		▲28		▲6%								経常利益		427		455		▲28		▲6%

								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%																		親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%								親会社株主に帰属する当期純利益		318		330		▲12		▲4%



						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%																為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%						為替		　平均レート：米ドル（円）		108.8		108.0		+0.8		+1%

								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%																		　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%								　                  ユーロ（円）		120.9		120.0		+0.9		+1%



						主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21																		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21								主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費		169		190		▲ 21

								設備投資額		177		220		▲ 43																				設備投資額		177		220		▲ 43										設備投資額		177		220		▲ 43

								減価償却費		133		135		▲ 2																				減価償却費		133		135		▲ 2										減価償却費		133		135		▲ 2







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




2_コロナウイルス影響

				事業 ジギョウ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				医用 イヨウ		・回診用X線装置はグローバルで拡大
・病院の経営状態悪化
・回診用Ｘ線撮影装置以外は厳しい状況 カイシン ヨウ セン ソウチ カクダイ ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ イガイ キビ ジョウキョウ

				産業 サンギョウ		・TMPは、半導体需要が拡大し好調継続
・油圧は、フォークリフト・小型建機の需要減により厳しい状況 コウチョウ ケイゾク ユアツ キビ ジョウキョウ



				航空 コウクウ		・航空機利用減、航空機減産などにより需要は大幅に減少 コウクウキ ゲンサン オオハバ







						地域別
　・日本、北米、欧州は最悪期を脱したが、回復までは時間を要する
　・中国は回復基調
　・その他アジアは厳しい状況が継続
業種別
　・新型コロナウイルス検出試薬キットは好調に推移
　・ヘルスケアは好調
　・産業向け（輸送機、電気、機械等）、大学は厳しい状況 チイキ ベツ ニホン ホクベイ オウシュウ サイアクキ ダッ カイフク ジカン ヨウ チュウゴク カイフク キチョウ ホカ キビ ジョウキョウ ケイゾク ギョウシュ ベツ コウチョウ スイイ コウチョウ サンギョウ ム ユソウキ デンキ キカイ ナド ダイガク キビ ジョウキョウ









				地域別 チイキ ベツ

				地域 チイキ		概況 ガイキョウ

				日本 ニホン		4,5月は移動制限。6月になり活動を再開したが、7月以降、再度不透明な状況に ガツ イドウ セイゲン ガツ カツドウ サイカイ ガツイコウ サイド フトウメイ ジョウキョウ

				北米・欧州 ホクベイ オウシュウ

				中国 チュウゴク		内需を中心に回復基調だが、大学・官需、輸出関連は厳しい ナイジュ チュウシン カイフク キチョウ ダイガク カンジュ ユシュツ カンレン キビ

				その他アジア ホカ		厳しい状況が継続 キビ ジョウキョウ ケイゾク

				事業別 ジギョウ ベツ

				事業別 ジギョウ ベツ		概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		プラス：新型コロナウイルス検出試薬キットの需要は拡大基調、医薬品・臨床向け機器が堅調
マイナス：自動車・航空機を中心に産業向けは厳しく、大学向けも低調 シンガタ ジュヨウ カクダイ キチョウ イヤクヒン リンショウ ム キキ ケンチョウ ジドウシャ コウクウキ チュウシン サンギョウ ム キビ ダイガク ム テイチョウ



				医用 イヨウ		プラス：回診用X線撮影装置はグローバルで拡大
マイナス：回診用X線撮影装置以外は厳しい状況、病院経営悪化による、設備投資延期・見直し カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ カクダイ イガイ キビ ジョウキョウ ビョウイン ケイエイ アッカ セツビ トウシ エンキ ミナオ





2_利益増減

		目次 モクジ																																												-5		-9		-18		33		15

		通期 ツウキ

																																										２Qのみ																２Qのみ

						FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		FY2019								FY2018		為替 カワセ		実質減収 ジッシツ ゲンシュウ		実質採算性改善
 ジッシツ サイサンセイ カイゼン		実質
費用増 ジッシツ ヒヨウ ゾウ		収益基準変更 シュウエキ キジュン ヘンコウ		FY2019

				下端値 カ タン チ		+179		▲5		▲41		▲4		+49		+19		+196						下端値 カ タン チ		+17.9		-0.5		-4.1		-0.4		+4.9		+19.6						下端値 カ タン チ		+134		▲0		▲32		+14		+16		+4		+136		下端値 カ タン チ

				上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-46		-50		-1				0																								上端値－下端値 ジョウ タン チ カ タン チ		0		2		-32		-18		-2				0

								▲5		▲9		▲18		+33		+15

								+0		▲32		+14		+16		+4





























																																												+134		+0		▲32		+14		+16		+4		+131





3_事業セグメント別

		目次 モクジ																																										１Q																																												１Q

				１Q		売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比								FY2020		FY2019		前同比										FY2020		FY2019		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン								単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%		▲2703%				49		57		▲8		▲14%				▲824%				9.9%		11.0%		▲1.1pt								計測 ケイソク		477		463		497		▲20		▲4%		▲7%				54		45		49		+5		+10%				▲9%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt		▲0.2pt				計測 ケイソク		463		497		▲33		▲7%		▲2%				45		49		▲4		▲9%								9.6%		9.9%		▲0.2pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%		▲1809%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				▲68%				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt								医用 イヨウ		131		130		134		▲3		▲2%		▲3%				0		▲ 1		▲ 5		+5		-				-				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt		+3.4pt				医用 イヨウ		130		134		▲4		▲3%		▲1%				▲ 1		▲ 5		+5		-								-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%		▲564%				4		11		▲7		▲64%				▲255%				4.3%		9.4%		▲5.1pt								産業 サンギョウ		104		103		93		+10		+11%		+10%				10		10		4		+6		+148%				+143%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt		+5.2pt				産業 サンギョウ		102		93		+9		+10%		+13%				10		4		+6		+143%								9.4%		4.3%		+5.2pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%		+422%				▲ 1		▲ 6		+4		-				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								航空 コウクウ		82		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 0		▲1		▲ 1		+1		-				-				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt		+1.6pt				航空 コウクウ		82		66		+16		+25%		+25%				▲ 1		▲ 1		+1		-								-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%		▲532%				3		2		+2		+106%				▲6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								その他 タ		9		8		19		▲10		▲53%		▲57%				2		2		3		▲1		▲42%				▲42%				15.2%		15.2%		15.3%		▲0.1pt		▲0.1pt				その他 タ		8		19		▲11		▲57%		▲53%				2		3		▲1		▲42%								15.2%		15.3%		▲0.1pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 5		▲ 5		▲ 5		+0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 5		▲ 5		+1		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%		▲1856%				45		57		▲13		▲22%				▲550%				5.5%		6.7%		▲1.2pt								合計 ゴウケイ		802		786		808		▲6		▲1%		▲3%				61		51		45		+16		+36%				+13%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt		+0.9pt				合計 ゴウケイ		786		808		▲22		▲3%		+1%				51		45		+6		+13%								6.4%		5.5%		+0.9pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net sales												Operating Income														Op margin

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY								FY 2020		Actual		FY 2019		YoY										FY 2020		Actual		FY 2019		YoY								FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y

				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change								Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Percent of Actual Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Percent of Actual Increase/
Decrease										Changes		Actual				\ billion						Change		ratio		ratio								Change		ratio				ratio								Change

				AMI		49.7		51.6		-2.0		-4%		-2703%				4.9		5.7		-0.8		-14%				-824%				9.9%		11.0%		-1.1pt								AMI		47.7		46.3		49.7		-2.0		-4%		-7%				5.4		4.5		4.9		+0.5		+10%				-9%				11.3%		9.6%		9.9%		+1.4pt		-0.2pt				AMI		46.3		49.7		-3.3		-7%		-1597%				4.5		4.9		-0.4		-9%				-1244%				9.6%		9.9%		-0.2pt



				MED		13.4		14.2		-0.8		-6%		-1809%				-0.5		-0.1		-0.4		+313%				-68%				-3.8%		-0.9%		-3.0pt								MED		13.1		13.0		13.4		-0.3		-2%		-3%				0.0		-0.1		-0.5		+0.5		—				—				0.3%		-0.5%		-3.8%		+4.2pt		+3.4pt				MED		13.0		13.4		-0.4		-3%		-3430%				-0.1		-0.5		+0.5		-88%				-213%				-0.5%		-3.8%		+3.4pt



				IE		9.3		11.9		-2.6		-22%		-564%				0.4		1.1		-0.7		-64%				-255%				4.3%		9.4%		-5.1pt								IM		10.4		10.3		9.3		+1.0		+11%		+10%				1.0		1.0		0.4		+0.6		+148%				+143%				9.5%		9.4%		4.3%		+5.2pt		+5.2pt				IE		10.2		9.3		+0.9		+10%		+923%				1.0		0.4		+0.6		+143%				-30%				9.4%		4.3%		+5.2pt



				AE		6.6		5.5		+1.1		+19%		+422%				-0.1		-0.6		+0.4		-74%				▲235%				-2.2%		-10.1%		+8.0pt								AE		8.2		8.2		6.6		+1.6		+25%		+25%				-0.0		-0.1		-0.1		+0.1		—				—				-0.5%		-0.6%		-2.1%		+1.7pt		+1.6pt				AE		8.2		6.6		+1.6		+25%		+306%				-0.1		-0.1		+0.1		-65%				▲253%				-0.6%		-2.1%		+1.6pt



				Other		1.9		2.4		-0.6		-23%		-532%				0.3		0.2		+0.2		+106%				-6%				15.2%		6.0%		+9.2pt								Other		0.9		0.8		1.9		-1.0		-53%		-57%				0.2		0.2		0.3		-0.1		-42%				-42%				15.2%		15.2%		15.3%		-0.1pt		-0.1pt				Other		0.8		1.9		-1.1		-57%		-275%				0.2		0.3		-0.1		-42%				-337%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-3%																				Adjustments																-0.5		-0.5		-0.5		+0.0		—																				Adjutment														-0.5		-0.5		+0		-10%

				Total		80.8		85.7		-4.9		-6%		-1856%				4.5		5.7		-1.3		-22%				-550%				5.5%		6.7%		-1.2pt								Total		80.2		78.6		80.8		-0.6		-1%		-3%				6.1		5.1		4.5		+1.6		+36%				+13%				7.6%		6.4%		5.5%		+2.1pt		+0.9pt				Total		78.6		80.8		-2.2		-3%		-3753%				5.1		4.5		+0.6		+13%				+655%				6.4%		5.5%		+0.9pt



				２Q																																								２Q																																												２Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		638		594		+43		+7%		+10%				107		99		+8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						計測 ケイソク		621		611		638		▲17		▲3%		▲4%				118		113		107		+11		+10%				+6%				19.0%		18.5%		16.8%		+2.2pt		+1.9pt				計測 ケイソク		671		614		+56		+9%		+10%				111		107		+4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		▲0.8pt



				医用 イヨウ		215		184		+31		+17%		+18%				19		8		+11		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						医用 イヨウ		175		174		215		▲40		▲19%		▲19%				11		10		19		▲9		▲44%				▲48%				6.1%		5.8%		8.9%		▲2.8pt		▲3.1pt				医用 イヨウ		219		193		+26		+14%		+18%				15		12		+3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				産業 サンギョウ		102		109		▲8		▲7%		▲5%				7		11		▲4		▲34%				▲24%				7.2%		10.1%		▲2.9pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		101.41		100.46		101.52		▲0		▲0%		▲0%				7.26		6.81		7.26		+0		+0%				▲6%				7.1%		6.8%		7.1%		+0.0pt		+0.3pt				産業 サンギョウ		92		135		▲42		▲31%		▲5%				2		18		▲17		▲91%				▲24%				1.7%		13.5%		▲11.7pt



				航空 コウクウ		86		69		+17		+25%		+26%				4		3		+1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						航空 コウクウ		78		78		86		▲8		▲9%		▲9%				4		5		4		+0		+1%				+3%				5.7%		5.9%		5.1%		+0.6pt		+0.5pt				航空 コウクウ		70		59		+11		+19%		+26%				4		▲ 1		+4		▲507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				その他 タ		17		15		+2		+12%		+12%				3		0		+2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						その他 タ		10		12		17		▲7		▲40%		▲31%				▲ 0		▲0		3		▲3		-				-				▲1.6%		-2.1%		12.1%		▲13.7pt		▲13.7pt				その他 タ		27		21		+7		+33%		+33%				4		▲ 1		+5		▲402%				▲402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 5		▲3		▲ 7		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 5		▲2		-

				合計 ゴウケイ		1,057		972		+85		+9%		+11%				134		117		+17		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						合計 ゴウケイ		986		970		1,057		▲71		▲7%		▲8%				136		132		134		+1		+1%				▲2%				13.7%		13.6%		12.7%		+1.1pt		+0.8pt				合計 ゴウケイ		(786)		1,021		▲1806		▲177%		+11%				128		130		▲2		▲1%				+22%				-16.3%		12.7%		▲29.0pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				YoY										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		63.8		59.4		+4.3		+7%		+10%				10.7		9.9		+0.8		+8%				+15%				16.8%		16.7%		+0.1pt		+0.7pt						AMI		62.1				63.8		-1.7		-3%		-4%				11.8				10.7		+1.1		+10%				+6%				19.0%				16.8%		+2.2pt						AMI		67.1		61.4		+5.6		+9%		+10%				11.1		10.7		+0.4		+4%				+15%				16.6%		17.4%		-0.8pt



				MED		21.5		18.4		+3.1		+17%		+18%				1.9		0.8		+1.1		+137%				+148%				8.9%		4.4%		+4.5pt		+4.8pt						MED		17.5				21.5		-4.0		-19%		-19%				1.1				1.9		-0.9		-44%				-48%				6.1%				8.9%		-2.8pt						MED		21.9		19.3		+2.6		+14%		+18%				1.5		1.2		+0.3		+23%				+148%				6.7%		6.2%		+0.5pt



				IE		10.2		10.9		-0.8		-7%		-5%				0.7		1.1		-0.4		-34%				-24%				7.2%		10.1%		-2.9pt		-2.0pt						IM		10.1				10.2		-0.0		-0%		-0%				0.7				0.7		+0.0		0%				-6%				7.2%				7.2%		+0.0pt						IE		9.2		13.5		-4.2		-31%		-5%				0.2		1.8		-1.7		-91%				-24%				1.7%		13.5%		-11.7pt



				AE		8.6		6.9		+1.7		+25%		+26%				0.4		0.3		+0.1		+34%				+35%				5.1%		4.9%		+0.3pt		+0.3pt						AE		7.8				8.6		-0.8		▲9%		▲9%				0.4				0.4		+0.0		+1%				+3%				5.7%				5.1%		+0.6pt						AE		7.0		5.9		+1.1		+19%		+26%				0.4		-0.1		+0.4		-507%				+35%				5.0%		-1.4%		+6.4pt



				Other		1.7		1.5		+0.2		+12%		+12%				0.3		0.0		+0.2		+484%				+484%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.2pt						Other		1.0				1.7		-0.7		-40%		-31%				-0.0				0.3		-0.3		-109%				-				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		2.7		2.1		+0.7		+33%		+33%				0.4		-0.1		+0.5		-402%				-402%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-																				Adjustments																-0.5				-0.7		+0.2		-																				Adjutment														-0.7		-0.5		-0.2		-

				Total		105.7		97.2		+8.5		+9%		+11%				13.4		11.7		+1.7		+15%				+22%				12.7%		12.0%		+0.6pt		+1.2pt						Total		98.6				105.7		-7.1		-7%		-8%				13.6				13.4		+0.1		+1%				-2%				13.7%				12.7%		+1.1pt						Total		-78.6		102.1		-180.6		-177%		+11%				12.8		13.0		-0.2		-1%				+22%				-16.3%		12.7%		-29.0pt





				上期 カミキ																																								上期 カミキ																																												上期 カミキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比										FY2020		実質 ジッシツ		FY2019		前同比								FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ										増減 ゾウゲン		実質 ジッシツ				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		1,098		1,074		1,134		▲37		▲3%		▲5%				172		158		156		+15		+10%		161		+2%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt		+1.0pt				計測 ケイソク		1,134		1,111		+23		+2%		+4%				156		156		+0		+0%		161		+3%				13.8%		14.0%		▲0.2pt				32.8		9.17		16.18		2.46



				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						医用 イヨウ		306		304		349		▲43		▲12%		▲13%				11		9		14		▲3		▲21%		15		▲32%				3.6%		3.1%		4.0%		▲0.4pt		▲0.8pt				医用 イヨウ		349		326		+22		+7%		+8%				14		7		+7		+106%		15		+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt				4.35		2.05		2.19		0.52



				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		205		203		195		+10		+5%		+4%				17		16		11		+6		+52%		12		+53%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt		+2.7pt				産業 サンギョウ		195		228		▲33		▲15%		▲14%				11		22		▲11		▲49%		12		▲44%				5.8%		9.7%		▲3.9pt				2.95		1.32		0.95		0.31



				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						航空 コウクウ		160		160		152		+8		+5%		+6%				4		4		3		+1		+36%		3		+30%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt		+0.4pt				航空 コウクウ		152		124		+28		+22%		+23%				3		▲ 2		+5		-		3		-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt		+9.3pt						その他 タ		19		19		35		▲16		▲47%		▲47%				2		2		6		▲4		▲71%		6		▲71%				6.5%		6.5%		13.7%		▲7.2pt		▲7.2pt				その他 タ		35		39		▲4		▲10%		▲10%				6		2		+4		+185%		6		+185%				13.7%		4.4%		+9.3pt				0.71		1.32		0.15		0.13

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 9		▲8		▲ 12		+2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 12		▲ 10		▲1		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,865		1,829		+36		+2%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				9.6%		9.5%		+0.1pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,788		1,756		1,865		▲77		▲4%		▲6%				196		182		179		+18		+10%		185		+2%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt		+0.8pt				合計 ゴウケイ		0		1,829		▲1829		▲100%		+3%				179		174		+4		+2%		185		+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!				40.81		9.17		17.78







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales														Operating Income																														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y								FY2019				FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt		-0.0pt						AMI		109.8				113.4		-3.7		-3%		-5%				17.2				15.6		+1.5		+10%				+2%				15.6%				13.8%		+1.9pt						AMI		113.4		111.1		+2.3		+2%		+4%				15.6		15.6		+0.0		+0%				+3%				13.8%		14.0%		-0.3pt



				MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt		+2.1pt						MED		30.6				34.9		-4.3		-12%		-13%				1.1				1.4		-0.3		-21%				-32%				3.6%				4.0%		-0.4pt						MED		34.9		32.6		+2.2		+7%		+8%				1.4		0.7		+0.7		+106%				+117%				4.0%		2.1%		+1.9pt



				IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt		-3.4pt						IE		20.5				19.5		+1.0		+5%		+4%				1.7				1.1		+0.6		+52%				+53%				8.3%				5.8%		+2.6pt						IE		19.5		22.8		-3.3		-15%		-14%				1.1		2.2		-1.1		-49%				-44%				5.8%		9.7%		-3.9pt



				AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt		+3.7pt						AE		16.0				15.2		+0.8		+5%		+6%				0.4				0.3		+0.1		+36%				+30%				2.6%				2.0%		+0.6pt						AE		15.2		12.4		+2.8		+22%		+23%				0.3		-0.2		+0.5		-				-				2.0%		-1.8%		+3.8pt



				Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+9.3pt						Other		1.9				3.5		-1.6		-47%		-47%				0.2				0.6		-0.4		-71%				-71%				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		3.5		3.9		-0.4		-10%		-10%				0.6		0.2		+0.4		+185%				+185%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-																Adjutment																-0.9				-1.2		+0		-		0		-																Adjutment														-1.2		-1.0		-0		-		0		-

				Total		186.5		182.9		+3.6		+2%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				9.6%		9.5%		+0.0pt		+0.3pt						Total		178.8				186.5		-7.7		-4%		-6%				19.6				17.9		+1.8		+10%				+2%				11.0%				9.6%		+1.4pt						Total		0.0		182.9		-182.9		-100%		+3%				17.9		17.4		+0.4		+2%				+6%				ERROR:#DIV/0!		9.5%		ERROR:#DIV/0!





				3Q																																								3Q																																												3Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						計測 ケイソク		627				582		+45		+8%		+4%				80				89		▲10		▲11%				+11%				12.7%				15.4%		▲2.7pt						計測 ケイソク		591		582		+9		+1%		+4%				95		89		+6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt		▲1.7pt						医用 イヨウ		197				165		+32		+20%		▲4%				2				2		▲1		-				-				0.9%				1.5%		▲0.6pt						医用 イヨウ		154		165		▲10		▲6%		▲4%				▲ 1		2		▲4		-				-				▲0.8%		1.5%		▲2.2pt



				産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt		+0.4pt						産業 サンギョウ		97				113		▲16		▲14%		▲4%				4				11		▲7		▲61%				+0%				4.4%				9.7%		▲5.3pt						産業 サンギョウ		107		113		▲6		▲5%		▲4%				10		11		▲1		▲8%				+0%				9.4%		9.7%		▲0.3pt



				航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt		+2.2pt						航空 コウクウ		53				69		▲16		▲24%		▲11%				0				▲ 0		+0		-				-				0.2%				▲0.5%		+0.8pt						航空 コウクウ		61		69		▲8		▲12%		▲11%				1		▲ 0		+2		-				-				2.0%		▲0.5%		+2.5pt



				その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt		▲4.7pt						その他 タ		29				25		+5		+19%		+19%				7				5		+1		+27%				+27%				12.7%				17.4%		▲4.7pt						その他 タ		13		25		▲12		▲48%		▲48%				2		5		▲3		▲55%				▲55%				12.7%		17.4%		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 9				▲ 6		▲3		-				-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 7		▲ 6		▲0		-				-

				合計 ゴウケイ		926		954		▲27		▲3%		▲1%				101		101		▲0		▲0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						合計 ゴウケイ		1,003				926		+77		+8%		▲1%				83				101		▲18		▲18%				+5%				8.3%				10.9%		▲2.6pt						合計 ゴウケイ		2,791		0		+2791		ERROR:#DIV/0!		▲1%				101		0		+101		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																Operating Margin														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2020				FY 2019		YoY								FY 2020				FY 2019		YoY										FY 2020				FY 2019		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Actual Percent Increase/
Decrease										Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Actual Percent Increase/
Decrease										Increase/
Decrease		Actual				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt		+1.0pt						AMI		109.8		107.4		113.4		-3.7		-3%		-5%				17.2		15.8		15.6		+1.5		+10%		+16080%		+2%				15.6%		14.7%		13.8%		+1.8pt		+1.0pt				AMI		59.1		58.2		+0.9		+1%		+4%				9.5		8.9		+0.6		+6%				+11%				16.1%		15.4%		+0.7pt



				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt		-1.7pt						MED		30.6		30.4		34.9		-4.3		-12%		-13%				1.1		0.9		1.4		- 0.3		-21%		+1485%		-32%				3.6%		3.1%		4.0%		-0.4pt		-0.8pt				MED		15.4		16.5		-1.0		-6%		-4%				-0.1		0.2		-0.4		-				-				-0.8%		1.5%		-2.2pt



				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt		+0.4pt						IM		20.5		20.3		19.5		+1.0		+5%		+4%				1.7		1.6		1.1		+0.6		+52%		+1244%		+53%				8.3%		8.1%		5.8%		+2.5pt		+2.7pt				IM		10.7		11.3		-0.6		-5%		-4%				1.0		1.1		-0.1		-8%				+0%				9.4%		9.7%		-0.3pt



				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt		+2.2pt						AE		16.0		16.0		15.2		+0.8		+5%		+6%				0.4		0.4		0.3		+0.1		+36%		+291%		+30%				2.6%		2.6%		2.0%		+0.6pt		+0.4pt				AE		6.1		6.9		-0.8		-12%		-11%				0.1		-0.0		+0.2		-				-				2.0%		-0.5%		+2.5pt



				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt		-4.7pt						Other		1.9		1.9		3.5		-1.6		-47%		-47%				0.2		0.2		0.6		- 0.4		-71%		+601%		-71%				6.5%		6.5%		13.7%		-7.2pt		-7.2pt				Other		1.3		2.5		-1.2		-48%		-48%				0.2		0.5		-0.3		-55%				-55%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-																				Adjustments																- 0.9		▲ 0.8		- 1.2		+0.2		—		-1176%																		Adjustments														-0.7		-0.6		-0.0		-

				Total		92.6		95.4		-2.7		-3%		-1%				10.1		10.1		-0.0		-0%				+5%				10.9%		10.6%		+0.3pt		+0.6pt						Total		178.8		175.6		186.5		-7.7		-4%		-6%				19.6		18.2		17.9		+1.8		+10%		+18525%		+2%				11.0%		10.4%		9.6%		+1.4pt		+0.8pt				Total		279.1		0.0		+279.1		ERROR:#DIV/0!		-1%				10.1		0.0		+10.1		ERROR:#DIV/0!				+5%				3.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!







				3Q累計 ルイケイ																																								3Q累計 ルイケイ																																												3Q累計 ルイケイ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						計測 ケイソク		1,725				1,693		+32		+2%		+4%				251				245		+6		+2%				+6%				14.6%				14.5%		+0.1pt						計測 ケイソク		1,725		1,693		+32		+2%		+4%				251		245		+6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						医用 イヨウ		503				491		+12		+2%		+4%				13				9		+4		+39%				+57%				2.6%				1.9%		+0.7pt						医用 イヨウ		503		491		+12		+2%		+4%				13		9		+4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt		▲2.0pt						産業 サンギョウ		302				341		▲39		▲11%		▲10%				21				33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%				9.7%		▲2.6pt						産業 サンギョウ		302		341		▲39		▲11%		▲10%				21		33		▲12		▲35%				▲29%				7.1%		9.7%		▲2.6pt



				航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						航空 コウクウ		213				193		+19		+10%		+11%				4				▲ 3		+7		-				-				2.0%				-1.4%		+3.4pt						航空 コウクウ		213		193		+19		+10%		+11%				4		▲ 3		+7		-				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt		+4.0pt						その他 タ		48				64		▲16		▲24%		▲24%				8				7		+1		+14%				+14%				13.4%				9.4%		+4.0pt						その他 タ		48		64		▲16		▲24%		▲24%				8		7		+1		+14%				+14%				13.4%		9.4%		+4.0pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18				▲ 17		▲2		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲ 18		▲ 17		▲2		-

				合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						合計 ゴウケイ		2,791				2,782		+9		+0%		+2%				280				276		+4		+1%				+6%				10.0%				9.9%		+0.1pt						合計 ゴウケイ		2,791		2,782		+9		+0%		+2%				280		276		+4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt







						Net sales												Operating Income														Op margin														Net sales														Operating Income																														Net sales												Operating Income

						FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018		Y on Y								FY2019				FY2018		Y on Y										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		Y on Y								FY2019		FY2018		Y on Y										FY2019		FY2018

				\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		Excluding Exchange
 Rate Effects						\ billion								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects										Change						\ billion						Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects		Excluding Exchange
 Rate Effects								Change

				AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt		+0.3pt						AMI		172.5				169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1				24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%				14.5%		+0.1pt						AMI		172.5		169.3		+3.2		+2%		+4%				25.1		24.5		+0.6		+2%				+6%				14.6%		14.5%		+0.1pt



				MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt		+0.9pt						MED		50.3				49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3				0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%				1.9%		+0.7pt						MED		50.3		49.1		+1.2		+2%		+4%				1.3		0.9		+0.4		+39%				+57%				2.6%		1.9%		+0.7pt



				IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt		-2.0pt						IE		30.2				34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1				3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%				9.7%		-2.6pt						IE		30.2		34.1		-3.9		-11%		-10%				2.1		3.3		-1.2		-35%				-29%				7.1%		9.7%		-2.6pt



				AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt		+3.2pt						AE		21.3				19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4				-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%				-1.4%		+3.4pt						AE		21.3		19.3		+1.9		+10%		+11%				0.4		-0.3		+0.7		-257%				-				2.0%		-1.4%		+3.4pt



				Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt		+4.0pt						Other		4.8				6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8				0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%				6.0%		+9.2pt						Other		4.8		6.4		-1.6		-24%		-24%				0.8		0.7		+0.1		+14%				+14%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-																				Adjutment																-1.8				-1.7		-0.2		-																				Adjutment														-1.8		-1.7		-0.2		-

				Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt		+0.4pt						Total		279.1				278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0				27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%				9.9%		+0.1pt						Total		279.1		278.2		+0.9		+0%		+2%				28.0		27.6		+0.4		+1%				+6%				10.0%		9.9%		+0.1pt









						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				予算 ヨサン		前同比								FY2019				予算 ヨサン		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		予算 ヨサン		前同比								FY2019		予算 ヨサン		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt								計測 ケイソク		627				612		+15		+2%						80				94		▲15		▲16%								12.7%				15.4%		▲2.7pt						計測 ケイソク		591		612		▲21		▲4%						95		94		+1		+1%								16.1%		15.4%		+0.7pt



				医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt								医用 イヨウ		197				165		+32		+19%						2				0		+2		-								0.9%				0.0%		+0.9pt						医用 イヨウ		154		165		▲11		▲6%						▲1		0		▲1		-								-0.8%		0.0%		▲0.8pt



				産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt								産業 サンギョウ		97				107		▲10		▲9%						4				7		▲2		▲34%								4.4%				6.1%		▲1.7pt						産業 サンギョウ		107		107		+0		+0%						10		7		+4		+56%								9.4%		6.1%		+3.3pt



				航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt								航空 コウクウ		53				79		▲26		▲33%						0				1		▲1		-								0.2%				1.6%		▲1.4pt						航空 コウクウ		61		79		▲18		▲23%						1		1		▲0		-								2.0%		1.6%		+0.3pt



				その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt								その他 タ		29				10		+19		+191%						7				6		+1		+16%								15.2%				17.4%		▲2.2pt						その他 タ		13		10		+3		+28%						2		6		▲3		▲59%								15.2%		17.4%		▲2.2pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-																				調整額 チョウセイ ガク																▲9				▲ 9		▲0		-																				調整額 チョウセイ ガク														▲7		▲ 9		+2		-

				合計 ゴウケイ		926		973		▲47		▲5%						101		99		+2		+2%								10.9%		10.2%		+0.7pt								合計 ゴウケイ		1,003				973		+31		+3%						83				99		▲16		▲16%								8.3%				10.2%		▲1.9pt						合計 ゴウケイ		2,791		973		+1818		+187%						101		99		+2		+2%								3.6%		10.2%		▲6.5pt







				通期 ツウキ																																								通期 ツウキ																																												通期 ツウキ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.8pt				0.5841220784		計測 ケイソク		2,362				2,414		▲52		▲2%		▲1%				358				388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%				16.1%		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362		2,414		▲52		▲2%		▲1%				358		388		▲30		▲8%		161		▲5%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt				0.7888482633		医用 イヨウ		702				691		+11		+2%		+3%				32				23		+9		+37%		15		+47%				4.5%				3.4%		+1.2pt						医用 イヨウ		702		691		+11		+2%		+3%				32		23		+9		+37%		15		+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt		▲0.7pt				0.3333333333		産業 サンギョウ		430				454		▲24		▲5%		▲4%				37				45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%				9.8%		▲1.3pt						産業 サンギョウ		430		454		▲24		▲5%		▲4%				37		45		▲8		▲18%		12		▲11%				8.5%		9.8%		▲1.3pt



				航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt				0.2492581602		航空 コウクウ		300				273		+27		+10%		+11%				8				1		+7		+565%		3		+555%				2.6%				0.4%		+2.2pt						航空 コウクウ		300		273		+27		+10%		+11%				8		1		+7		+565%		3		+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt				0.0881321983		その他 タ		60				80		▲20		▲25%		▲10%				12				14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%				14.1%		+1.3pt						その他 タ		60		80		▲20		▲25%		▲10%				12		14		▲2		▲13%		6		▲13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 26		▲2		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク																▲ 446				▲ 26		▲420		-		(12)																		調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 26		▲420		-		(12)

				合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				418		445		▲26		▲6%		185		▲2%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.3pt				0.4566724437		合計 ゴウケイ		3,854				3,912		▲58		▲1%		▲0%				0				445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%				11.4%		▲11.4pt						合計 ゴウケイ		3,854		3,912		▲58		▲1%		▲0%				0		445		▲445		▲100%		185		▲2%				0.0%		11.4%		▲11.4pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018										FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Increase/
Decrease						Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt		-0.8pt						AMI		236.2				241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8				38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%				16.1%		-0.9pt						AMI		236.2		241.4		-5.2		-2%		-1%				35.8		38.8		-3.0		-8%				-5%				15.1%		16.1%		-0.9pt



				MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt		+1.4pt						MED		70.2				69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2				2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%				3.4%		+1.2pt						MED		70.2		69.1		+1.1		+2%		+3%				3.2		2.3		+0.9		+37%				+47%				4.5%		3.4%		+1.2pt



				IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt		-0.7pt						IM		43.0				45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7				4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%				9.8%		-1.3pt						IM		43.0		45.4		-2.4		-5%		-4%				3.7		4.5		-0.8		-18%				-11%				8.5%		9.8%		-1.3pt



				AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt		+2.2pt						AE		30.0				27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8				0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%				0.4%		+2.2pt						AE		30.0		27.3		+2.7		+10%		+11%				0.8		0.1		+0.7		+565%				+555%				2.6%		0.4%		+2.2pt



				Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt		+1.3pt						Other		6.0				8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2				1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%				14.1%		+1.3pt						Other		6.0		8.0		-2.0		-25%		-10%				1.2		1.4		-0.2		-13%				-13%				15.4%		14.1%		+1.3pt

				Adjustments														-2.8		-2.6		-0.2		—		0																		Adjustments																-44.6				-2.6		-42.0		—		0																		Adjustments														-44.6		-2.6		-42.0		—		0

				Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				41.8		44.5		-2.6		-6%				-2%				10.9%		11.4%		-0.5pt		-0.3pt						Total		385.4				391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0				44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%				11.4%		-11.4pt						Total		385.4		391.2		-5.8		-1%		-0%				0.0		44.5		-44.5		-100%				-2%				0.0%		11.4%		-11.4pt







				４Q																																								４Q																																												４Q

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				FY2018		前同比								FY2019				FY2018		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		FY2018		前同比								FY2019		FY2018		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲2.9pt						計測 ケイソク		637				721		▲84		▲12%		▲11%				106				142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%				19.8%		▲3.0pt						計測 ケイソク		637		721		▲84		▲12%		▲11%				106		142		▲36		▲25%		161		▲24%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						医用 イヨウ		199				200		▲1		▲1%		+0%				19				14		+5		+36%		15		+41%				9.6%				7.0%		+2.6pt						医用 イヨウ		199		200		▲1		▲1%		+0%				19		14		+5		+36%		15		+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						産業 サンギョウ		128				113		+15		+13%		+14%				15				12		+4		+33%		12		+39%				12.0%				10.2%		+1.8pt						産業 サンギョウ		128		113		+15		+13%		+14%				15		12		+4		+33%		12		+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt		▲0.4pt						航空 コウクウ		88				80		+8		+10%		+10%				4				4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%				4.8%		▲0.5pt						航空 コウクウ		88		80		+8		+10%		+10%				4		4		▲0		▲4%		12		+0%				4.2%		4.8%		▲0.5pt



				その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt		▲8.4pt						その他 タ		12				16		▲4		▲27%		▲27%				4				6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%				31.5%		▲8.4pt						その他 タ		12		16		▲4		▲27%		▲27%				4		6		▲3		▲43%		6		▲43%				23.1%		31.5%		▲8.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 9		▲0		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 428				▲ 9		▲419		-		(21)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 9		▲419		-		(21)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				139		169		▲30		▲18%		185		▲16%				13.1%		15.0%		▲1.9pt		▲1.8pt						合計 ゴウケイ		1,063				1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280				169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%				15.0%		▲41.2pt						合計 ゴウケイ		1,063		1,130		▲67		▲6%		▲5%				▲ 280		169		▲449		▲265%		185		▲16%				-26.3%		15.0%		▲41.2pt







						Net Sales												Operating Income														Operating Margin														Net Sales														Operating Income																														Net Sales												Operating Income

						FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018		YoY								FY 2019				FY 2018		YoY										FY 2019				FY 2018										FY 2019		FY 2018		YoY								FY 2019		FY 2018		YoY										FY 2019		FY 2018

				Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects						Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects										Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects										Increase/
Decrease						Units:
Billions of yen						Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects								Changes		Percent Increase/
Decrease		ratio		Excluding Exchange
 Rate Effects								Increase/
Decrease

				AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt		-2.9pt						AMI		63.7				72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6				14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%				19.8%		-3.0pt						AMI		63.7		72.1		-8.4		-12%		-11%				10.6		14.2		-3.6		-25%				-24%				16.7%		19.8%		-3.0pt



				MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt		+2.1pt						MED		19.9				20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9				1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%				7.0%		+2.6pt						MED		19.9		20.0		-0.1		-1%		+0%				1.9		1.4		+0.5		+36%				+41%				9.6%		7.0%		+2.6pt



				IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt		+2.2pt						IM		12.8				11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5				1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%				10.2%		+1.8pt						IM		12.8		11.3		+1.5		+13%		+14%				1.5		1.2		+0.4		+33%				+39%				12.0%		10.2%		+1.8pt



				AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt		-0.4pt						AE		8.8				8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4				0.4		-0		-4%				+0%				4.2%				4.8%		-0.5pt						AE		8.8		8.0		+0.8		+10%		+10%				0.4		0.4		-0		-4%				+0%				4.2%		4.8%		-0.5pt



				Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt		-8.4pt						Other		1.2				1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4				0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%				31.5%		-8.4pt						Other		1.2		1.6		-0.4		-27%		-27%				0.4		0.6		-0.3		-43%				-43%				23.1%		31.5%		-8.4pt

				Adjustments														-0.9		-0.9		-0		—		0		—																Adjustments																-42.8				-0.9		-42		—		0		—																Adjustments														-42.8		-0.9		-42		—		0		—

				Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				13.9		16.9		-3.0		-18%				-16%				13.1%		15.0%		-1.9pt		-1.6pt						Total		106.3				113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0				16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%				15.0%		-41.3pt						Total		106.3		113.0		-6.7		-6%		-5%				-28.0		16.9		-44.9		-265%				-16%				-26.3%		15.0%		-41.3pt





				通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																								通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ																																												通期(目標比） ツウキ モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362				2,450		▲88		▲4%		▲2%				358				395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%				16.1%		▲0.9pt						計測 ケイソク		2,362		2,450		▲88		▲4%		▲2%				358		395		▲37		▲9%		161		▲9%				15.1%		16.1%		▲0.9pt



				医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt		+0.7pt						医用 イヨウ		702				700		+2		+0%		+1%				32				27		+5		+18%		15		+18%				4.5%				3.9%		+0.7pt						医用 イヨウ		702		700		+2		+0%		+1%				32		27		+5		+18%		15		+18%				4.5%		3.9%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt		+0.1pt						産業 サンギョウ		430				440		▲10		▲2%		▲1%				37				37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%				8.4%		+0.1pt						産業 サンギョウ		430		440		▲10		▲2%		▲1%				37		37		▲0		▲1%		12		▲1%				8.5%		8.4%		+0.1pt



				航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt		+0.0pt						航空 コウクウ		300				295		+5		+2%		+3%				8				8		▲0		-		3		-				2.6%				2.7%		+0.0pt						航空 コウクウ		300		295		+5		+2%		+3%				8		8		▲0		-		3		-				2.6%		2.7%		+0.0pt



				その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		▲0.4pt						その他 タ		60				65		▲5		▲8%		▲10%				12				12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%				14.1%		▲0.4pt						その他 タ		60		65		▲5		▲8%		▲10%				12		12		▲0		▲0%		6		▲0%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 28		▲ 29		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 446				▲ 29		▲417		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 446		▲ 29		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				418		450		▲32		▲7%		185		▲7%				10.9%		11.4%		▲0.5pt		▲0.5pt						合計 ゴウケイ		3,854				3,950		▲96		▲2%		▲1%				0				450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%				11.4%		▲11.4pt						合計 ゴウケイ		3,854		3,950		▲96		▲2%		▲1%				0		450		▲450		▲100%		185		▲100%				0.0%		11.4%		▲11.4pt



				４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																								４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ																																												４Ｑ（目標比） モクヒョウ ヒ

						売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ														売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ																														売上 ウリアゲ												営業利益 エイギョウ リエキ

						FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018		前同比										FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019				公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019				FY2018										FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比								FY2019		公表値 コウヒョウ チ		前同比										FY2019		FY2018

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ						単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ										差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ										増減 ゾウゲン						単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替 ノゾ カワセ								差額 サガク		増減率 ゾウゲン				除為替 ノゾ カワセ								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt		▲0.0pt						計測 ケイソク		637				725		▲88		▲12%		▲11%				106				144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%				19.8%		▲3.0pt						計測 ケイソク		637		725		▲88		▲12%		▲11%				106		144		▲37		▲26%		161		+12%				16.7%		19.8%		▲3.0pt



				医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt		+2.1pt						医用 イヨウ		199				197		+2		+1%		+2%				19				14		+5		+35%		15		+5%				9.6%				7.2%		+2.4pt						医用 イヨウ		199		197		+2		+1%		+2%				19		14		+5		+35%		15		+5%				9.6%		7.2%		+2.4pt



				産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt		▲3.4pt						産業 サンギョウ		128				138		▲10		▲7%		▲6%				15				16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%				11.3%		+0.6pt						産業 サンギョウ		128		138		▲10		▲7%		▲6%				15		16		▲0		▲2%		12		▲20%				12.0%		11.3%		+0.6pt



				航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt		+3.7pt						航空 コウクウ		88				82		+5		+7%		+7%				4				4		▲0		-		3		-				4.2%				4.6%		▲0.3pt						航空 コウクウ		88		82		+5		+7%		+7%				4		4		▲0		-		3		-				4.2%		4.6%		▲0.3pt



				その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt		+9.3pt						その他 タ		12				17		▲5		▲31%		▲10%				4				4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%				14.1%		▲0.4pt						その他 タ		12		17		▲5		▲31%		▲10%				4		4		▲0		▲0%		6		+63%				13.7%		14.1%		▲0.4pt

				調整額 チョウセイ ガク														▲ 9		▲ 11		+1		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク																▲ 428				▲ 11		▲417		-		(12)		-																調整額 チョウセイ ガク														▲ 428		▲ 11		▲417		-		(12)		-

				合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				139		170		▲32		▲19%		185		+9%				13.1%		14.7%		▲1.6pt		+0.3pt						合計 ゴウケイ		1,063				1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280				170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%				14.7%		▲41.0pt						合計 ゴウケイ		1,063		1,159		▲96		▲8%		▲7%				▲ 280		170		▲450		▲264%		185		+9%				-26.3%		14.7%		▲41.0pt
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4_計測1_機種別

						目次 モクジ



						単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2020＊

						重点機種 ジュウテン キシュ		586		595		619		624		611		(8)		(+2%)		(+4%)		(+1%)		(▲1%)

						その他 タ		455		516		516		474		463		(53)		(+13%)		(▲0%)		(▲8%)		(▲10%)

						合計 ゴウケイ		1,040		1,111		1,134		1,098		1,074		(60)		(+7%)		(+2%)		(▲3%)		(▲5%)





























						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				59.5		61.9		62.4		61.1

						Others				51.6		51.6		47.4		46.3

						Total				111.1		113.4		109.8		107.4









						Units: 
Billions of yen				FY 2017		FY 2018		FY 2019		FY 2019

						Key Models				59.5		61.9		62.4		61.1		100.9%				4.0%		0.9%		4%

						Other				51.6		51.6		47.4		46.3		91.8%				-0.0%		-8.2%		-0%

						Total				111.1		113.4		109.8		107.4		96.8%				2.1%		-3.2%		2%





































						\ billion				FY2016		FY2017		FY2018		FY2018

						Key models				5.9		6.2		6.2		6.1

						Others				5.2		5.2		4.7		4.6

						Total				11.1		11.3		11.0		10.7



																																		17167		48153		16054		46173				-6.5%



																																		10194		30440		11097		29550				8.9%



																																		5991		16611		5627		16552				-6.1%



																																		33246				32778						-1.4%



																																						903
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売上高推移　（億円）



FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	594.97	618.52	624	611	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	515.91000000000008	515.66000000000008	473.56999999999994	462.94000000000005	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	1110.8800000000001	1134.18	1097.57	1073.94	



売上高推移　（億円）

Key Models	[値]

(+9%)

[値]

(+7%)

[値]
(+3%)



Other	[値]



(+24%)

(+16%)

(▲3%)

(▲0%)

(+4%)

(▲0%)

(+4%)



Sheet5

		重点機種 288億円：+14億円(+5%) 		MSが環境や食品安全等で拡大、LCは堅調、GCは前年大口案件の反動や中国での減少

		その他 　209億円：▲33億円(▲14%) 		前年度の中国水質モニタリング装置、日本の大学向け大口案件の反動影響で▲14％ ハンドウ エイキョウ

		海外売上高比率 66%：+3ポイント		日本12%減、海外１%増 ゲン

		アフターマーケット売上 733億円：＋92億円 (+14%)
アフターマーケット比率 30%：+2ポイント





5_計測2_地域別

				目次 モクジ																										目次 モクジ

				計測 ケイソク																										計測 ケイソク

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				169		193		▲24		▲12%		▲12%				・重点機種は増収 
・前年の大口案件の反動				-12%						日本				171		151		169		+2		+1%		▲11%				・新型コロナウイルス検出試薬キットは、感染症対策に貢献
・産業向け、大学向けなどが減少し、実質減収 カンセンショウ タイサク コウケン サンギョウ ム ダイガク ム ジッシツ ゲンシュウ

																														海外 カイガイ				306		312		328		▲22		▲7%		▲5%

				中国				124		134		▲10		▲7%		▲8%				・環境モニタリング装置が大幅減
・米中貿易摩擦の影響により、電子・電機向け減少 
・大学・研究機関向け等にMSが好調				-8%						中国				137		139		124		+12		+10%		+12%				・医薬品など民需を中心に重点機種が拡大 イヤクヒン ジュウテン キシュ カクダイ

				北米				58		55		+3		+5%		+4%				・カナビス市場向け好調				4%						北米				54		55		58		▲4		▲7%		▲4%				・ラボの一時的な閉鎖などにより液体クロマトグラフが減少
・機能性食品分析向けに質量分析計が増加 ゾウカ

				欧州				54		56		▲2		▲4%		+1%				・前年食品向け大口案件の反動あり
・臨床分野、受託分析市場は堅調				1%						欧州				49		51		54		▲5		▲9%		▲5%				・西ヨーロッパはロックダウンが影響し減収
・ロシアでは医薬品、食品、受託分析向けに重点機種が増加 ゲンシュウ イヤクヒン ム ジュウテン キシュ ゾウカ

				その他
アジア ホカ				67		56		+11		+20%		+19%				・インド：受託分析向け等が好調で回復基調となり＋11％
・東南アジア：製薬向け、環境対応規制向けに重点機種が好調で＋16％				20%						その他
アジア ホカ				51		50		67		▲16		▲24%		▲25%				・ロックダウンの影響を受け大幅減 エイキョウ ウ オオハバゲン







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2020		FY 2020 Actual		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				16.9		19.3		-2.4		-12%		-12%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan

				North America				5.8		5.5		+0.3		+5%		+4%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America

				Europe				5.4		5.6		-0.2		-4%		+1%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe

				China				12.4		13.4		-1.0		-7%		-8%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China

				Other Asian Countories				6.7		5.6		+1.1		+20%		+19%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries



				２Q																										２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				288		238		+50		+21%		+21%								-12%						日本				250		246		288		▲38		▲13%		▲15%

																														海外 カイガイ

				中国				126		136		▲10		▲7%		▲4%								-8%						中国				145		143		126		+19		+15%		+14%

				北米				63		68		▲6		▲8%		▲5%								4%						北米				69		71		63		+7		+11%		+13%

				欧州				67		61		+6		+10%		+19%								1%						欧州				64		64		67		▲2		▲3%		▲4%

				その他
アジア ホカ				71		66		+5		+7%		+11%								20%						その他
アジア ホカ				70		65		71		▲1		▲1%		▲9%







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				28.8		23.8		+5.0		+21%		+21%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects										Japan				25.0				28.8		-3.8		-13%		-15%

				North America				6.3		6.8		-0.6		-8%		-5%				・Strong sales of products for the Cannabis market										North America				6.9				6.3		+0.7		+11%		+13%

				Europe				6.7		6.1		+0.6		+10%		+19%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets										Europe				6.4				6.7		-0.2		-3%		-4%

				China				12.6		13.6		-1.0		-7%		-4%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes										China				14.5				12.6		+1.9		+15%		+14%

				Other Asian Countories				7.1		6.6		+0.5		+7%		+11%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 										Other Asian Countries				7.0				7.1		-0.1		-1%		-9%





				上期 カミキ																										上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				457		430		+27		+6%		+6%				・重点機種が+14％と大きく増加。
・試験機などが増加したことにより、その他機種も増収				-12%						日本				421		397		457		▲36		▲8%		▲13%				・新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品が増加
・輸送機・化学・電機分野で試験機・非破壊検査装置などが減少
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 ゾウカ ドウキ ハンドウ ゲンショウ						24.25

																														海外 カイガイ				677		677		677		▲1		▲0%		▲0%				・中国は回復が継続
・北米も医療機関向けに質量分析システムが牽引し増収
・欧州・その他のアジアは減収 ケイゾク イリョウ キカン ム ゾウシュウ ゲンシュウ

				中国				250		270		▲20		▲7%		▲6%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少
・大学・研究機関や臨床分野向けにMSは二桁増と好調　　　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ ケタ				-8%						中国				281		282		250		+31		+13%		+13%				・政府の積極的な感染症対策投資や、12月の公布に向けた「2020年版薬典」を背景に、医薬・
　食品安全分野で、液体クロマトグラフや質量分析システムが好調に推移						3.75		4.49

				北米				121		124		▲3		▲3%		▲1%				・病院向けのMSが減少
・カナビス、製薬向けが好調				4%						北米				123		126		121		+3		+2%		+5%				・第1四半期にロックダウンによる影響があったものの、医療機関の衛生管理の高まりにより
  院内の微生物同定向けにMALDI－MSが好調に推移 イリョウ キカン エイセイ カンリ タカ インナイ ナイ ビセイブツ ドウテイ ム スイイ						-0.81		1.88

				欧州				120		117		+4		+3%		+10%				・臨床、大学・研究機関、製薬向けが好調
・地域別では特にロシアが好調に推移 チイキ ベツ				1%						欧州				113		115		120		▲7		▲6%		▲5%				・ロシアで、欧州への輸出用に向けた農産品・食品産業の振興などを受け、食品安全分野で
　液体クロマトグラフ・質量分析システムが増加
・欧州全域で大学の一時的な閉鎖により、大学向けの売上が減少 オウシュウ ユシュツ ヨウ ム ウ						-1.24		0.21

				その他
アジア ホカ				138		122		+16		+13%		+15%				・インド：＋3％　受託分析向け等が好調で回復基調
・東南アジア：＋22％　製薬向けに重点機種が好調				20%						その他
アジア ホカ				121		115		138		▲17		▲12%		▲17%				・インドで、中国からの輸入が滞ったことによる、医薬品原薬製造の国内回帰を要因に、
　医薬向けに液体クロマトグラフが増加
・第1四半期はロックダウンの影響で減収したが、第2四半期は回復傾向  チュウゴク ユニュウ トドコオ ゲンヤク セイゾウ イヤク						8.39		1.88







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY2019				FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				45.7		43.0		+2.7		+6%		+6%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.										Japan				42.1				45.7		-3.6		-8%		-13%				・Sales of key products increased 14%.
・Sales of other models increased due to an increase in testing machine.

				Other Asian Countories				13.8		12.2		+1.6		+13%		+15%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies										Other Asian Countories				12.1				13.8		-1.7		-12%		-17%				・Sales in India were on a recovery track, with revenue growth of 3% mainly due to strong demand for contract analyses
・Southeast Asia: Sales increased 22% due to strong sales of key products to  pharmaceutical companies

				Europe				12.0		11.7		+0.4		+3%		+10%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well										Europe				11.3				12.0		-0.7		-6%		-5%				・Good performance for clinical applications, universities and research institutes, and pharmaceuticals
・By region, Russia performed particularly well

				North America				12.1		12.4		-0.3		-3%		-1%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies										North America				12.3				12.1		+0.3		+2%		+5%				・MS for hospitals declined
・Strong sales to Cannabis and pharmaceutical companies

				China				25.0		27.0		-2.0		-7%		-6%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth										China				28.1				25.0		+3.1		+13%		+13%				・Deterioration of market conditions due to trade friction between the United States and China
・Decrease due to special demand for environmental monitoring in the previous year
・MS for universities, research institutes, and clinical fields performed well with double-digit growth















				3Q																										3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				212		212		+0		+0%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				247				185		+62		+34%		+0%				・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				北米				73		65		+8		+12%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						北米				70				69		+2		+3%		+16%				・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				71		68		+3		+5%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						その他
アジア ホカ				88				52		+36		+68%		+8%				・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				中国				145		145		+1		+1%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						中国				114				164		▲50		▲31%		+4%				・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				欧州				66		69		▲3		▲4%		+2%				・ロシア好調が継続				1%						欧州				73				65		+8		+12%		+2%				・ロシア好調が継続





				3Q																										3Q

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				21.2		21.2		+0.0		+0%		+0%														Japan				24.7				18.5		+6.2		+34%		+0%

				North America				7.3		6.5		+0.8		+12%		+16%														North America				7.0				6.9		+0.2		+3%		+16%

				Other Asian Countries				7.1		6.8		+0.3		+5%		+8%														Other Asian Countries				8.8				5.2		+3.6		+68%		+8%

				China				14.5		14.5		+0.1		+1%		+4%														China				11.4				16.4		-5.0		-31%		+4%

				Europe				6.6		6.9		-0.3		-4%		+2%														Europe				7.3				6.5		+0.8		+12%		+2%





				3Q累計 ルイケイ																										3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				668		642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ				-12%						日本				668				642		+27		+4%		+4%				・重点機種は+7％増、特に新製品が好調なLCは二けた増
・試験機、非破壊検査機などが減収になり、その他機種は減収 トク シンセイヒン コウチョウ フタ ゾウ シケンキ ヒハカイ ケンサ キ ゲンシュウ ゲンシュウ

				中国				395		414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ				-8%						中国				395				414		▲19		▲5%		▲2%				・米中貿易摩擦による市況悪化
・前年の環境モニタリングの特需影響により減少　 ベイチュウ ボウエキ マサツ シキョウ アッカ ゲンショウ

				北米				194		189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調
				4%						北米				194				189		+5		+2%		+5%				・カナビス、製薬向けが好調


				欧州				186		186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク				1%						欧州				186				186		+1		+0%		+7%				
・ロシア好調は継続 ケイゾク

				その他
アジア ホカ				209		190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ				20%						その他
アジア ホカ				209				190		+19		+10%		+12%				・インド：＋14％　受託分析向け、製薬向け好調
・東南アジア：▲21％　官需向けが停滞 セイヤク ム コウチョウ カンジュ ム テイタイ





				通期 ツウキ																										通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				1,008		997		+11		+1%		+1%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ				-12%						日本				934				1,008		▲74		▲7%		▲7%				・食品安全・製薬・官公庁向けに重点機種が好調
・その他機種が設備投資抑制などの影響を受け減少 ショクヒン アンゼン カンコウチョウ ム ジュウテン キシュ コウチョウ ホカ キシュ

				中国				479		555		▲76		▲14%		▲12%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン				-8%						中国				541				479		+62		+13%		+15%				・製薬向けは増加
・米中貿易摩擦影響を受け、設備投資が停滞
・環境計測機器が前年の特需の反動で大きく減少
・新型コロナウイルス感染拡大影響により事業活動が制限 ベイチュウ ボウエキ マサツ エイキョウ ウ セツビ トウシ テイタイ ジギョウ カツドウ セイゲン

				北米				262		256		+6		+3%		+5%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム				4%						北米				246				262		▲16		▲6%		▲4%				・機能性食品向けにＬＣ、ICPーＭＳが好調 キノウセイ ショクヒン ム

				欧州				247		250		▲3		▲1%		+5%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ				1%						欧州				233				247		▲14		▲6%		+0%				・ロシアで食品安全向けにＭＳが好調に推移
・西欧は臨床向けＬＣＭＳ好調 セイオウ リンショウ ム コウチョウ

				その他
アジア ホカ				268		257		+12		+4%		+6%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク				20%						その他
アジア ホカ				243				268		▲25		▲9%		▲8%				・インドで製薬・受託分析向けにＬＣ、ＭＳが回復 カイフク







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				100.8		99.7		+1.1		+1%		+1%														Japan				93.4				100.8		-7.4		-7%		-7%

				Other Asian Countries				26.8		25.7		+1.2		+4%		+6%														Other Asian Countries				24.3				26.8		-2.5		-9%		-8%

				North America				26.2		25.6		+0.6		+3%		+5%														North America				24.6				26.2		-1.6		-6%		-4%

				Europe				24.7		25.0		-0.3		-1%		+5%														Europe				23.3				24.7		-1.4		-6%		+0%

				China				47.9		55.5		-7.6		-14%		-12%														China				54.1				47.9		+6.2		+13%		+15%





				4Q																										4Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ														FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				340		356		▲16		▲5%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ				-12%						日本				266				366		▲101		▲27%						・重点機種は好調
・その他機種は電機・機械向けが軟調で減収 コウチョウ ホカ デンキ キカイ ム ナンチョウ ゲンシュウ

				中国				84		141		▲57		▲41%						・ロシア好調が継続				1%						中国				146				65		+81		+124%						・ロシア好調が継続

				北米				69		67		+2		+3%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン				20%						北米				52				73		▲21		▲29%						・受託分析向け、製薬向けが拡大したインドが牽引 セイヤク ム カクダイ ケンイン

				欧州				61		64		▲4		▲6%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ				-8%						欧州				47				61		▲14		▲23%						・大学・製薬向けが拡大 ダイガク カクダイ

				その他
アジア ホカ				59		67		▲7		▲11%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ				4%						その他
アジア ホカ				34				78		▲44		▲57%						・カナビス向けが好調に推移したことに加え大学が拡大 ム コウチョウ スイイ クワ ダイガク カクダイ





				Q4																										Q4

								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview														FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				34.0		35.6		-1.6		-5%		+0%														Japan				26.6				36.6		-10.1		-27%		+0%

				North America				5.9		6.7		-0.7		-11%		+0%														North America				3.4				7.8		-4.4		-57%		+0%

				Other Asian Countries				6.9		6.7		+0.2		+3%		+0%														Other Asian Countries				5.2				7.3		-2.1		-29%		+0%

				China				6.1		6.4		-0.4		-6%		+0%														China				4.7				6.1		-1.4		-23%		+0%

				Europe				8.4		14.1		-5.7		-41%		+0%														Europe				14.6				6.5		+8.1		+124%		+0%





































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




6_計測3_市場別

		目次 モクジ

						市場と主な業界						前同比		概況																																												分析計測

						ヘルスケア
　•医薬品・食品
　•医療機関
　•受託分析業 ヒン		17052586.53		15328796.84		+8%		・医薬品・医療機関がグローバルで増加 イヤクヒン イリョウ キカン ゾウカ





								21714996.14		21472094.38

						産業関連 サンギョウ カンレン						▲5%		・中国が増加したもの、中国以外は減少
・自動車向けが大幅に減少 チュウゴク ゾウカ チュウゴク イガイ ゲンショウ ジドウシャ ム オオハバ ゲンショウ

						　•化学・素材

						  •電機

						  •自動車

						大学・官公庁		30123546.71		31097239.66		▲10%		・大学は一時的な閉鎖により減少
・官公庁は入札の延期などにより減少
・公的予算の投入や入札再開により
　回復傾向 ダイガク イチジテキ ヘイサ ゲンショウ カンコウチョウ ニュウサツ エンキ ゲンショウ コウテキ ゾウカ テン カイフク





														　

















																		Healthcare		31.1%

																		産業関連 サンギョウ カンレン		22.5%

																		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		17.6%

		ヘルスケア		35.2%														その他 ホカ		28.8%																																						分析計測

		産業関連 サンギョウ カンレン		21.5%

		大学・官公庁 ダイガク カンコウチョウ		16.1%

		その他 ホカ		27.3%

																																																								連結（国内、四販社、SMEA）業界別売上集計

																																																				百万円				売上高（4-9月）    										（参考）

																																																								額				YoY				当期
構成比		前期
構成比

																																																								当期		前期		額		率

																																																				合計		官庁・大学		15543218.94		17305897.14		-1762678.203		-10.2%		16.1%		17.5%

																																																						食品・農業・林業・漁業		3938690.799		4108407.55		-169716.751		-4.1%		4.1%		4.2%

																																																						医薬		17637990.88		15691125.23		1946865.65		12.4%		18.2%		15.9%

																																																						医療機関		2936373.419		2504627.727		431745.692		17.2%		3.0%		2.5%

																																																						受託分析業（分析業＋サービス） ジュタク ブンセキ ギョウ		9491793.278		9097796.773		393996.505		4.3%		9.8%		9.2%

																																																						小計 ショウケイ		34004848.37		31401957.28		2602891.096		8.3%		35.2%		31.8%

																																																						化学・石油・石炭 セキユ セキタン		10383163.93		10597145.57		-213981.642		-2.0%		10.7%		10.7%

																																																						窯業・鉄鋼・非鉄・金属・鉱業		4517132.807		4602465.449		-85332.642		-1.9%		4.7%		4.7%

																																																						機械・電機・輸送機		5869775.415		6717459.938		-847684.523		-12.6%		6.1%		6.8%

																																																						小計 ショウケイ		20770072.15		21917070.96		-1146998.807		-5.2%		21.5%		22.2%

																																																						その他※ タ		26381962.39		28107324.77		-1725362.381		-6.1%		27.3%		28.5%

																																																						Total		96700101.85		98732250.14		-2032148.295		-2.1%		100.0%		100.0%

																																																				※その他には、建設業、電力・ガス、リース業、産業廃棄物処理業、商業・流通業、その他、代理店等、指定なし、原子力、未入力を含む タ ミニュウリョク フク







						Markets and Main Industries						YoY		Overview

						Healthcare
 • Pharmaceuticals
 • Foods
 • Healthcare institutions						-10%

						Industry
 • Chemicals
 • Materials
 • Electrical
 • Automotive						+0%

						Academia/Government						+8%

						Other		17052586.53		15328796.84		+2%







				Healthcare		35.2%

				Industry		21.5%

				Academia/Government		16.1%

				Others		27.3%



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F








ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







ヘルスケア	産業関連	大学・官公庁	その他	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	







Healthcare	Industry	Academia/Government	Others	0.35199999999999998	0.215	0.161	0.27300000000000002	



7_医用1＿機種別

				目次 モクジ



				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018		FY2019				FY2020		FY2020＊

				X線 セン		220		233		241				232		225		(233)				ERROR:#NAME?		-100.0%		-100%		(16)		6%		3%		-4%		-7%

						6%

				その他 タ		86		93		108				74		79		(93)				8.0%		-100.0%		-100%		(29)		8%		16%		-32%		-27%

				合計 ゴウケイ		306		326		349				306		304		(326)				6.6%		-100.0%		-100%		(45)		7%		7%		-12%		-13%

































				Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019

				X-Ray Systems		22.0		23.3				0.0						(23)				ERROR:#NAME?		-100.0%		-100%

				Other		8.6		9.3				0.0						(9)				8.0%		-100.0%		-100%

				Total		30.6		32.6				0.0						(33)				6.6%		-100.0%		-100%































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


X-ray systems	[値]

(+11%)

[値]

(+11%)

[値]
(+3%)



FY2017	FY2018	0	FY2019	11.336	12.541	12.540992736816406	10.72	Other	[値]

FY2017	FY2018	0	FY2019	3.5420000000000003	3.9159999999999995	3.9159984588623047	4.7210000000000019	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	X線	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	233.49	241.07	232.42	225	その他	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	92.990000000000009	107.69	73.760000000000019	78.88	合計	
FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	326.48	348.76	306.18	303.88	



8_医用2_地域別

		目次 モクジ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質 ジッシツ				概況 ガイキョウ

				日本				81		76		+5		+6%		+6%				・消費増税前の駆込み需要
 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ								日本				67		68		81		▲14		▲17%		▲15%				・医療機関の収益悪化に伴う設備投資延期・中止などが影響 トモナ チュウシ

																												海外 カイガイ				53		49		66		▲13		▲20%		▲26%												4.65		0.43

				北米				17		23		▲5		▲23%		▲22%				・デジタル化促進施策の反動による需要低迷が継続 カ ソクシン シサク ハンドウ ジュヨウ テイメイ ケイゾク								北米				20		20		17		+2		+12%		+14%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				欧州				7		10		▲3		▲29%		▲23%				・前年東欧での大口案件の反動 トウオウ オオグチ アンケン ハンドウ								欧州				8		9		7		+1		+15%		+19%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引

				中国				8		11		▲4		▲32%		▲31%				・国産品優遇による影響、地方政府債務増大による設備投資減
・入札遅延等により減収 エイキョウ ゲンシュウ								中国				13		10		8		+6		+77%		+34%				・前年４Qからの据付が進み増収となったが、医療機関の収益
　悪化、国産品優遇により厳しい事業環境継続 ゼンネン スエツケ スス ゾウシュウ イリョウ キカン シュウエキ アッカ コクサン ヒン ユウグウ キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク

				その他
アジア ホカ				10		11		▲1		▲7%		▲6%				・								その他
アジア ホカ				10		9		10		▲0		▲2%		▲9%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加したものの、その他X線装置が軟調 ゾウカ ホカ セン ソウチ ナンチョウ







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2020		FY 2020 Actual		FY 2019		Increase/
Decrease		Percent Increase/
Decrease		Actual				Overview

				Japan				8.1		7.6		+0.5		+6%		+6%				Sales of all X-Ray systems increased.								Japan

				North America				1.7		2.3		-0.5		-23%		-22%				Angiography Systems sales increased,but demand for general radiography systems decreased due to a reactionary decline following measures  for promoting adoption of digital technology								North America

				Europe				0.7		1.0		-0.3		-29%		-23%				Rebound from large projects in Eastern Europe in the previous year								Europe

				China				0.8		1.1		-0.4		-32%		-31%				 Sales decreased due to preferential policies for domestic products and growing regional government debt resulting in less capital equipment investment.  
Sales decreased due to bidding delays and other factors.
								China

				Other Asian 
Countories				1.0		1.1		-0.1		-7%		-6%				Angiography Systems sales increased, but Fluoroscopy System sales decreased.								Other Asian Countries





				２Q																								２Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				143		110		+33		+30%		+30%								-12%				日本				92		96		143		▲51		▲35%		▲33%

																												海外 カイガイ				94		91		59		+35		+59%		+54%

				北米				18		23		▲5		▲20%		▲17%								4%				北米				23		24		18		+5		+28%		+30%

				欧州				9		11		▲1		▲13%		▲6%								1%				欧州				12		12		9		+3		+33%		+30%

				中国				17		17		+0		+2%		+5%								-8%				中国				13		12		17		▲4		▲23%		▲32%

				その他
アジア ホカ				12		12		+0		+0%		+3%								20%				その他
アジア ホカ				19		14		12		+7		+55%		+18%







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				14.3		11.0		+3.3		+30%		+30%				・Sales of key products increased year on year.
・Rebound from previous year's large projects								Japan				9.2				14.3		-5.1		-35%		-33%

				North America				1.8		2.3		-0.5		-20%		-17%				・Strong sales of products for the Cannabis market								North America				2.3				1.8		+0.5		+28%		+30%

				Europe				0.9		1.1		-0.1		-13%		-6%				・Rebound from previous year's large scales sales for food company
・Steady growth in clinical and contract analysis markets								Europe				1.2				0.9		+0.3		+33%		+30%

				China				1.7		1.7		+0.0		+2%		+5%				・Rebound from special demand in environmental monitoring equipment
・Decrease in sales to electronics and electrical Market due to trade friction between the United States and China
・Strong sales of MS for universities and research institutes								Other Asian Countries				1.3				1.7		-0.4		-23%		-32%

				Other Asian Countories				1.2		1.2		+0.0		+0%		+3%				・India: + 11%. Strong sales for CRO. Market is on a recovery track
・Southeast Asia:+16% Strong sales of Key modelss for  pharmaceutical and environmental regulations 								China				1.9				1.2		+0.7		+55%		+18%







				上期 カミキ																								上期 カミキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2020		FY2020
実質 ジッシツ		FY2019		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		実質増減率 ジッシツ ゾウゲン リツ				概況 ガイキョウ

				日本				223		186		+38		+20%		+20%				・X線装置、 その他共に好調に推移 ソウチ				-12%				日本				159		164		223		▲64		▲29%		▲27%				・新型コロナウィルス感染症が影響し医療機関で設備投資の延期や凍結
・前年同期の消費増税前の駆込み需要の反動により減少 シンガタ カンセン ショウ エイキョウ イリョウ キカン								-4.83

																												海外 カイガイ				147		140		125		+22		+17%		+12%				・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ハイエン シンダンヨウ カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ カイガイ シュヨウ チイキ ゾウカ								9.18		2.05

				北米				36		45		▲10		▲22%		▲20%				・デジタル化促進施策の反動が継続し、回診装置及び
　一般撮影装置の需要が低迷 				4%				北米				43		43		36		+7		+20%		+22%				・回診用Ｘ線撮影装置が増加
・昨年買収した販売会社（CMI社）を吸収合併した効果 シャ キュウシュウ ガッペイ コウカ										0.68386

				その他
アジア ホカ				22		23		▲1		▲3%		▲2%				・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				29		24		22		+6		+29%		+5%				・回診用Ｘ線撮影装置が牽引								5.64		0.35

				欧州				17		21		▲4		▲21%		▲16%				・前年大型案件の反動				1%				欧州				21		21		17		+4		+25%		+25%				・回診用Ｘ線撮影装置の増加
・東欧やロシアで一般撮影システムが増加 ゾウカ										0.02

				中国				25		28		▲3		▲11%		▲10%				・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				27		22		25		+2		+7%		▲12%				・回診用Ｘ線撮影装置は増加
・入札の遅延や医療機関の収益悪化などが影響 カイシン ヨウ エックスセン サツエイ ソウチ ゾウカ ニュウサツ チエン イリョウ キカン シュウエキ アッカ エイキョウ								5.17		0.42684







								FY2019		FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019				FY2018		change		%		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				22.3		18.6		+3.8		+20%		+20%				・Strong sales of X-ray equipment and other products								Japan				15.9				22.3		-6.4		-29%		-27%				・Strong sales of X-ray equipment and other products

				North America				3.6		4.5		-1.0		-22%		-20%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.								North America				4.3				3.6		+0.7		+20%		+22%				・The backlash from the digitalization promotion policy continued, and the demand for Mobile System and General Radiography System was sluggish.

				China				2.5		2.8		-0.3		-11%		-10%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding								China				2.7				2.5		+0.2		+7%		-12%				・Continued preference for domestic products and delayed bidding

				Europe				1.7		2.1		-0.4		-21%		-16%				・Rebound from large projects in the previous year								Europe				2.1				1.7		+0.4		+25%		+25%				・Rebound from large projects in the previous year

				Other Asian Countories				2.2		2.3		-0.1		-3%		-2%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year								Other Asian Countories				2.9				2.2		+0.6		+29%		+5%				・Angiography systems in India performed well, but could not make up for the backlash from large projects in the previous year





				3Q																								3Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				88		90		▲2		▲2%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				152				90		+62		+69%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				15		15		+0		+1%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				8				15		▲7		▲47%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				11		12		▲1		▲4%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				7				12		▲5		▲39%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				16		20		▲4		▲18%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				10				20		▲10		▲51%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				11		16		▲4		▲28%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				9				16		▲6		▲40%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				8.8		9.0		-0.2		-2%		-2%												Japan				15.2				9.0		+6.2		+69%		-2%

				North America				1.5		1.5		+0.0		+1%		+5%												North America				0.8				1.5		-0.7		-47%		+5%

				Europe				1.1		1.2		-0.1		-4%		+2%												Europe				0.7				1.2		-0.5		-39%		+2%

				Other Asian Countries				1.6		2.0		-0.4		-18%		-16%												Other Asian Countries				1.0				2.0		-1.0		-51%		-16%

				China				1.1		1.6		-0.4		-28%		-26%												China				0.9				1.6		-0.6		-40%		-26%







				3Q累計 ルイケイ																								3Q累計 ルイケイ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				311		275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ				-12%				日本				311				275		+36		+13%						・消費増税前の駆込み需要の反動 ショウヒ ゾウゼイ マエ カケコ ジュヨウ ハンドウ

				北米				51		60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ				4%				北米				51				60		▲10		▲16%						・デジタル化促進施策の反動が収束、血管撮影システムが堅調 シュウソク ケッカン サツエイ ケンチョウ

				中国				36		44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン				-8%				中国				36				44		▲8		▲17%						・国産品優遇、入札遅延が継続 ヒン

				欧州				28		33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動				1%				欧州				28				33		▲5		▲15%						・前年大型案件の反動

				その他
アジア ホカ				38		43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず				20%				その他
アジア ホカ				38				43		▲4		▲10%						・インドの血管撮影システムは好調だったが、
　前年大型案件の反動を補えず



				通期 ツウキ																								通期 ツウキ

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				431		402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ				-12%				日本				431				402		+29		+7%		+7%				・心血管治療向け血管撮影システムが好調でシェア拡大
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 カクダイ シンガタ カンセン カクダイ ジュヨウ

				北米				73		81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ				4%				北米				73				81		▲9		▲11%		▲9%				・血管撮影システムは拡大したものの、デジタル化促進施策の
　需要一巡の影響が続きＸ線撮影システムが減少 カクダイ

				中国				52		58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン				-8%				中国				52				58		▲6		▲10%		▲9%				・国産優遇による中国国産メーカーとの競争激化
・回診用Ｘ線撮影装置が新型コロナウイルス感染拡大により需要増 コクサン ユウグウ チュウゴク コクサン

				欧州				37		43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少				1%				欧州				37				43		▲6		▲14%		▲9%				・東欧市場の停滞や競争激化の影響によりX線TVシステムや
　血管撮影システムが減少

				その他
アジア ホカ				52		53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ				20%				その他
アジア ホカ				52				53		▲1		▲2%		▲0%				・インドで血管撮影システム拡大
・前年のバングラディッシュ・マレーシア保健省向け大口案件の
　反動 ケッカン サツエイ カクダイ ホケンショウ ム ハンドウ







								FY 2019		FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY 2019				FY 2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				43.1		40.2		+2.9		+7%		+7%												Japan				43.1				40.2		+2.9		+7%		+7%

				North America				7.3		8.1		-0.9		-11%		-9%												North America				7.3				8.1		-0.9		-11%		-9%

				China				5.2		5.8		-0.6		-10%		-9%												China				5.2				5.8		-0.6		-10%		-9%

				Europe				3.7		4.3		-0.6		-14%		-9%												Europe				3.7				4.3		-0.6		-14%		-9%

				Other Asian Countries				5.2		5.3		-0.1		-2%		-0%												Other Asian Countries				5.2				5.3		-0.1		-2%		-0%



				４Q																								４Q

								FY2019		FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ												FY2019				FY2018		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ		為替影響
除く カワセ エイキョウ ノゾ				概況 ガイキョウ

				日本				120		126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ				-12%				日本				120				126		▲7		▲5%		▲2%				・消費増税後の駆込み需要の反動などで減収 ショウヒ ゾウゼイ ゴ カケコ ジュヨウ ハンドウ ゲンシュウ

				北米				22		21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大				4%				北米				22				21		+1		+5%		+5%				・血管撮影システムが、販路拡大・販促などの効果により拡大

				欧州				16		14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン				1%				欧州				16				14		+2		+11%		+2%				・西欧向けのデジタル回診車が貢献 セイオウ ム カイシン シャ コウケン

				その他
アジア ホカ				9		10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動				20%				その他
アジア ホカ				9				10		▲1		▲11%		▲16%				・前年大型案件の反動

				中国				14		10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ				-8%				中国				14				10		+3		+33%		▲26%				・入札遅延が継続、競争の激化 キョウソウ ゲキカ







								FY2019		FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview												FY2019				FY2018		Increase/ Decrease		Percent Increase/ Decrease		Excluding Exchange Rate Effects				Overview

				Japan				12.0		12.6		-0.7		-5%		-2%												Japan				12.0				12.6		-0.7		-5%		-2%

				North America				2.2		2.1		+0.1		+5%		+5%												North America				2.2				2.1		+0.1		+5%		+5%

				Europe				1.6		1.4		+0.2		+11%		+2%												Europe				1.6				1.4		+0.2		+11%		+2%

				Other Asian Countries				0.9		1.0		-0.1		-11%		-16%												Other Asian Countries				0.9				1.0		-0.1		-11%		-16%

				China				1.4		1.0		+0.3		+33%		-26%												China				1.4				1.0		+0.3		+33%		-26%
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9_産機

		目次 モクジ

				産業機器　セグメント別





				TMP 37億円：▲12億円（▲25％）  半導体製造装置向け、FPD向け減少 ム ゲンショウ

				油圧  33億円：＋0億円（＋1％）　 中国の減少を、堅調な日本で補い増収 チュウゴク ゲンショウ ケンチョウ ニホン オギナ ゾウシュウ

				その他 24億円：▲13億円（▲35％)  ガラスワインダーが中国の設備投資減少影響を受け減収 チュウゴク セツビ トウシ ゲンショウ エイキョウ ウ ゲンシュウ









				単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2017		FY2018		FY2019				FY2020				FY2020＊														TMP

				TMP		43		89		96		70				101		-26%		99		7%		-26%		43%		41%		1.96				ターボ分子ポンプ ブンシ		5,959 		8,942 		9,552 

				油圧機器 ユアツ キキ		31		63		65		66				53		1%		54		4%		1%		-18%		-18%		0				Hydraulic Equipment

				その他 タ		19		53		67		59				51		-12%		50		28%		-12%		-13%		-15%		0.99				油圧機器 ユアツ キキ		5,620 		6,259 		6,516 

				合計 ゴウケイ		93		205		228		195				205		-15%		203		11%		-15%		5%		4%						Others

																																		その他 ホカ		4,945		5,255		6,717

														-26%																				Total

														1%																				合計 ゴウケイ		16,524		20,456		22,785

														-12%																								50%		7%

														-15%

																																						11%		4%



																																						6%		28%



																																						24%		11%

















				Units:
Billions of yen		FY 2017				FY 2018				FY 2019

				TMP		4.3				9.6				7.0

				Hydraulic Equipment		3.1				6.5				6.6

				Other		1.9				6.7				5.9

				Total		9.3				22.8				19.5































&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


TMP	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	95.52	70.34	100.57	99.45	油圧機器	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	65.16	65.53	53.43	53.72	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	67.17	58.849999999999994	51.090000000000011	50.290000000000006	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	FY2020＊	227.85000000000002	194.72	205.09	203.46	



TMP	[値]

(+40%)

[値]

(+32%)

[値]

(▲9%)



9.5519999999999996	FY 2018	Hydraulic Equipment	[値]

(+5%)

[値]

(+10%)

[値]

(+3%)



6.516	FY 2018	Other	[値]
(▲7%)
[値]
(+17%)
[値]
(+21%)

6.7170000000000005	FY 2018	



10_航空

		目次 モクジ



		民航15億円：＋4億円（＋35%） 

		防衛50億円：＋7億円（＋15％）　 オクエン オクエン











		単位：億円 タンイ オクエン		FY2017		FY2018				FY2019				FY2020

		民航 タミ ワタル		20		25				30				20				23%		21%		23%		-34%

		防衛 ボウエイ		111		99				121				140				22%		-11%		22%		15%

		合計 ゴウケイ		132		124				152				160				22%		-6%		22%		5%

































		Units:
Billions of yen		FY 2017		FY 2018				FY 2019				FY 2019

		Commercial Aircraft		2.0		2.5				3.0				2.0

		Defense		11.1		9.9				12.1				14.0

		Total		13.2		12.4				15.2				16.0





























&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F


民航	

FY2018	FY2019	FY2020	24.75	30.47	20.159999999999997	防衛	

FY2018	FY2019	FY2020	99.48	121.35	139.79	合計	

FY2018	FY2019	FY2020	124.23	151.82	159.94999999999999	





11_1_コロナバリューチェーン影響

				目次 モクジ

						概況 ガイキョウ

				開発 カイハツ		・テレワークを活用し業務を継続

						・中国はほぼ通常稼働

				生産 セイサン		・中国以外は人数を調整して稼働
　　＊全ての工場は稼働中

				販売
サービス ハンバイ		・中国はほぼ通常稼働
・中国以外の拠点で在宅勤務
　実施中
・顧客も在宅勤務が多く、WEBや
　メールなどで活動を実施中 カドウ オオ ナカ





13_2_コロナ施策

				目次 モクジ



				事業 ジギョウ		主な施策 オモ シサク

				計測 ケイソク		・感染症の検査・診断に対する研究開発、製品・サービス開発の強化(感染症対策プロジェクトの推進） カンセンショウ ケンサ シンダン タイ ケンキュウ カイハツ セイヒン カイハツ キョウカ カンセンショウ タイサク スイシン

						・新型コロナウイルス感染症対策として研究開発予算増額や経済活性化対策による需要増の取り込み ヨサン ゾウガク ケイザイ カッセイカ タイサク ジュヨウ ト コ

						・中国における薬典改定需要の取組み強化 ヤク テン カイテイ ジュヨウ ト ク キョウカ

						・医薬品の原薬の自国生産回帰に伴う計測事業需要増の取り組み イヤクヒン ゲンヤク ジコク セイサン カイキ トモナ ケイソク ジギョウ ジュヨウ ゾウ ト ク

						・リカーリング事業の強化 ジギョウ キョウカ

				医用 イヨウ		・回診用Ｘ線撮影装置の更なる拡販 サラ

						・リモートによるサービス・サポート強化

				産業 サンギョウ		・ＴＭＰの半導体製造装置への新規採用に向けた提案強化 ム テイアン キョウカ

						・油圧製品の海外強化、新製品のフォークリフト・小型建機メーカーへの提案強化 ユアツ セイヒン カイガイ キョウカ シンセイヒン コガタ ケンキ テイアン キョウカ

				航空 コウクウ		・新事業（試験検査ビジネス、水中光無線通信）拡大 カクダイ



				体質改善 タイシツ カイゼン		主な取り組み オモ ト ク

				投資 トウシ		・設備投資の見直し、人員計画の適正化 ジンイン ケイカク テキセイカ

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		・研究開発テーマの優先順位付け

				その他 ホカ		・製造コストダウンや管理可能経費の削減





11_次期予想

				目次 モクジ

								通期 ツウキ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2020		期初予想 キショ ヨソウ		FY2019		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		3,650		3,400		3,854		+250		+6.5%		▲204		▲5.3%		-140		-4%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		380		220		418		+160		+38.2%		▲38		▲9.2%		-17		-4%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.4%		6.5%		10.9%		+3.9pt		-		▲0.4pt		-						+3.9pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		375		220		427		+155		+36.3%		▲52		▲12.1%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		270		160		318		+110		+34.6%		▲48		▲15.0%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		106		105		109		+1		+0.9%		▲3		▲2.6%						+1.0				-16.68		-2.86		-19.54

						　ユーロ（円） エン		118		115		121		+3		+2.5%		▲3		▲2.4%						+3.0				-5.56		-1.001		-6.561



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		160		160		169		+0		+0.0%		▲9		▲5.3%

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		120		120		177		+0		+0.0%		▲57		▲32.1%

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		150		150		133		+0		+0.0%		+17		+13.2%



				指標 シヒョウ		EPS（円） エン		110.41				101.26						+9.15

						ROE（%）		11.7%				11.7%						ー

						ROA（%）		10.6%				10.6%						ー







						Units: Billions of yen		Full-Year						Beginning-of-Year Estimate Vs. Actual				YoY

								FY 2020		Beginning-of-Year Estimate 		FY 2019		Changes		Percent Increase/
Decrease		Changes		Percent Increase/
Decrease		Excluding Exchange
 Rate Effects

				Business Results		Net Sales		365.0		340.0		385.4		+25.0		+6.5%		-20.4		-5.3%		- 14.0		-4%

						Operating Income		38.0		22.0		41.8		+16.0		+38.2%		-3.8		-9.2%		- 1.7		-4%

						  Operating Margin		10.4%		6.5%		10.9%		+3.9pt		—		-0.4pt		—

						Ordinary Income		37.5		22.0		42.7		+15.5		+36.3%		-5.2		-12.1%

						Profit Attributable to Owners of Parent		27.0		16.0		31.8		+11.0		+34.6%		-4.8		-15.0%



				Exchange
Rates		Average Rate: USD (Yen)		106		105		109		+1		+0.9%		-3		-2.6%

						Euro (Yen)		118		115		121		+3		+2.5%		-3		-2.4%



				Major
Investments		R&D Expenses		16.0		16.0		16.9		+0		+0.0%		-0.9		-5.3%

						CAPEX		12.0		12.0		17.7		+0		+0.0%		-5.7		-32.1%

						(Depreciation and Amortization)		15.0		15.0		13.3		+0		+0.0%		+1.7		+13.2%







						4Qのみ

								4Q						当初予想比 トウショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		859		609		1,072		+250		ERROR:#VALUE!		-213		-20%		-149		-14%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		100		(60)		143		+160		-100%		-42		-30%		-21		-14%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.7%		-9.8%		13.3%		+21.5pt		-		▲1.6pt		-						+21.5pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		87		-68		142		+155		-100%		▲ 55		▲39%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		56		-54		123		+110		-100%		▲ 67		▲54%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		108.0		105.0		110.2		+3.0		+2.9%		▲ 2.2		▲2.0%						+3.0				-13.38		-5.17		-18.55

						　ユーロ（円） エン		120.0		120.0		125.2		+0.0		0.0%		▲ 5.2		▲4.1%						+0.0				-4.46		-1.8095		-6.2695



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		39		42		50		-3				-12

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		1		(20)		37		+21				-36

						（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ		52		64		47		-12				+5





				下期 シモキ



								通期 ツウキ						期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前期比 ゼンキヒ								前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

						単位：億円 タンイ オクエン		FY2020		期初予想 キショ ヨソウ		FY2019		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		除為替影響 ノゾ カワセ エイキョウ				差額 サガク

				業績		売上高 ウリアゲ ダカ		1,862		1,612		1,990		+250		+12.6%		▲127		▲6.4%		-63		-3%		+250

						営業利益 エイギョウ リエキ		184		24		240		+160		+66.7%		▲56		▲23.4%		-34		-14%		+160

						　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		9.9%		1.5%		12.1%		+8.4pt		-		▲2.2pt		-						+8.4pt

						経常利益 ケイジョウ リエキ		180		25		240		+155		+64.6%		▲60		▲24.8%						155

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		131		21		185		+110		+59.4%		▲54		▲29.4%						110



				為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン		105		105		109		+0		+0.0%		▲4		▲3.6%						+0.0				-23.4		-5.58		-28.98

						　ユーロ（円） エン		115		115		120		▲0		▲0.3%		▲6		▲4.6%						▲ 0.3				-7.8		-1.953		-9.753



				主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		89		89		84		+0		+0.0%		+5		+5.4%

						設備投資額 セツビ トウシ ガク		61		61		79		+0		+0.0%		▲19		▲23.7%

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		74		74		67		+0		+0.0%		+7		+10.4%









&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,110		2,565		2,362		▲ 252		▲11%		▲455				223		415		358		▲ 135		▲38%		▲192				10.6%		16.2%		15.1%		▲4.6pt		▲5.6pt



				医用 イヨウ		610		710		702		▲ 92		▲13%		▲100				5		27		32		▲ 27		▲84%		▲22				0.8%		3.8%		4.5%		▲3.7pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		415		450		430		▲ 15		▲4%		▲35				28		37		37		▲ 9		▲24%		▲9				6.7%		8.2%		8.5%		▲1.8pt		▲1.5pt



				航空 コウクウ		215		300		300		▲ 85		▲28%		▲85				▲19		9		8		▲ 27		-		▲28				▲8.8%		3.0%		2.6%		▲11.5pt		▲11.8pt



				その他 タ		50		75		60		▲ 10		▲16%		▲25				9		13		12		▲ 3		▲25%		▲4				13.2%		14.0%		15.4%		▲2.2pt		▲0.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 26		▲ 31		▲ 28		+2		-		+5

				合計 ゴウケイ		3,400		4,100		3,854		▲ 454		▲12%		▲700				220		470		418		▲ 198		▲47%		▲250				6.5%		11.5%		10.9%		▲4.4pt		▲5.0pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY		Changes from the Previous Forecast

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		211.0		256.5		236.2		-25.2		-11%		-45.5				22.3		41.5		35.8		-13.5		-38%		-19.2				10.6%		16.2%		15.1%		-4.6pt		▲5.6pt



				MED		61.0		71.0		70.2		-9.2		-13%		-10.0				0.5		2.7		3.2		-2.7		-84%		-2.2				0.8%		3.8%		4.5%		-3.7pt		▲3.0pt



				IM		41.5		45.0		43.0		-1.5		-4%		-3.5				2.8		3.7		3.7		-0.9		-24%		-0.9				6.7%		8.2%		8.5%		-1.8pt		▲1.5pt



				AE		21.5		30.0		30.0		-8.5		-28%		-8.5				-1.9		0.9		0.8		-2.7		—		-2.8				-8.8%		3.0%		2.6%		-11.5pt		▲11.8pt



				Other		5.0		7.5		6.0		-1.0		-16%		-2.5				0.9		1.3		1.2		-0.3		-25%		-0.4				13.2%		17.3%		15.4%		-2.2pt		▲0.7pt

				Adjustments																-2.6		-3.1		-2.8		+0.2		—		+0.5

				Total		340.0		410.0		385.4		-45.4		-12%		-70.0				22.0		47.0		41.8		-19.8		-47%		-25.0				6.5%		11.5%		10.9%		-4.4pt		▲5.0pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ		前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		385		840		669		▲ 284		▲42%		▲455				(28)		164		112		▲ 140		▲125%		▲192				-7.3%		19.5%		16.8%		▲24.1pt		▲26.8pt



				医用 イヨウ		107		207		211		▲ 104		▲49%		▲100				(8)		14		23		▲ 31		▲135%		▲22				-7.4%		6.8%		10.7%		▲18.1pt		▲14.2pt



				産業 サンギョウ		113		148		89		+23		+26%		▲35				7		16		4		+3		+86%		▲9				5.9%		10.6%		4.0%		+1.9pt		▲4.7pt



				航空 コウクウ		2		87		107		▲ 105		▲98%		▲85				(23)		5		11		▲ 34		▲319%		▲28				-987.2%		5.5%		9.9%		▲997.1pt		▲992.7pt



				その他 タ		2		27		(4)		+6		▲145%		▲25				1		5		5		▲ 4		▲86%		▲4				10.0%		14.7%		31.5%		▲21.5pt		▲4.7pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲8		▲13		▲11		+3				+5

				合計 ゴウケイ		609		1,309		1,072		▲ 463		▲43%		▲700				(60)		190		143		▲ 202		▲142%		▲250				-9.8%		14.5%		13.3%		▲23.1pt		▲24.3pt



&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




２－４Ｑ見込み

		目次 モクジ

				１Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比						FY2019		FY2018		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		516		▲20		▲4%				49		57		▲8		▲14%				9.9%		11.0%		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		142		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 1		▲4		-				-3.8%		-0.9%		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		119		▲26		▲22%				4		11		▲7		▲64%				4.3%		9.4%		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		55		+11		+19%				▲ 1		▲ 6		+4		-				-2.2%		-10.1%		+8.0pt



				その他 タ		19		24		▲6		▲23%				3		2		+2		+106%				15.2%		6.0%		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 5		▲ 5		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		857		▲49		▲6%				45		57		▲13		▲22%				5.5%		6.7%		▲1.2pt



				通期 ツウキ		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019
計画 ケイカク		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt

				２－４Q		売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ						FY2019
7～3月 ガツ		FY2018
7～3月 ガツ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,068		1,898		+171		+9%				366		331		+35		+11%				17.7%		17.4%		+0.3pt



				医用 イヨウ		586		549		+37		+7%				34		25		+10		+39%				5.8%		4.5%		+1.4pt



				産業 サンギョウ		387		335		+51		+15%				45		34		+12		+34%				11.6%		10.0%		+1.6pt



				航空 コウクウ		219		218		+1		+0%				8		7		+2		+24%				3.8%		3.1%		+0.7pt



				その他 タ		32		56		▲ 24		▲43%				4		12		▲ 9		▲71%				11.3%		21.7%		▲10.4pt

				調整額 チョウセイ ガク																0

				合計 ゴウケイ		3,292		3,055		+237		+8%				425		388		+38		+10%				12.9%		12.7%		+0.2pt





12_次期予想_事業セグメント別

		目次 モクジ

						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ						FY2019		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,414		+151		+6%				415		388		+27		+7%				16.2%		16.1%		+0.1pt



				医用 イヨウ		720		691		+29		+4%				29		23		+6		+25%				4.0%		3.4%		+0.7pt



				産業 サンギョウ		480		454		+26		+6%				49		45		+4		+10%				10.2%		9.8%		+0.4pt



				航空 コウクウ		285		273		+12		+4%				7		1		+6		+488%				2.5%		0.4%		+2.0pt



				その他 タ		50		80		▲ 30		▲37%				7		14		▲ 7		▲49%				14.0%		17.3%		▲3.3pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 26		▲ 11

				合計 ゴウケイ		4,100		3,912		+188		+5%				470		445		+25		+6%				11.5%		11.4%		+0.1pt



						売上 ウリアゲ										営業利益 エイギョウ リエキ										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ						FY2019		当初予想 トウショ ヨソウ		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン						差額 サガク		増減率 ゾウゲン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,565		2,565		+0		0%				415		415		+0		0%				16.2%		16.2%		+0.0pt



				医用 イヨウ		720		720		+0		0%				29		29		+0		0%				4.0%		4.0%		+0.0pt



				産業 サンギョウ		480		480		+0		0%				49		49		+0		0%				10.2%		10.2%		+0.0pt



				航空 コウクウ		285		285		+0		0%				7		7		+0		0%				2.5%		2.5%		+0.0pt



				その他 タ		50		50		0		0%				7		7		0		0%				14.0%		14.0%		+0.0pt

				調整額 チョウセイ ガク												▲ 37		▲ 37		0

				合計 ゴウケイ		4,100		4,100		+0		0%				470		470		+0		0%				11.5%		11.5%		+0.0pt





&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




13_次期予想_配当

		目次 モクジ

		 														Dividend		Payout ratio				 		配当金 ハイトウキン		配当性向 ハイトウ セイコウ

				中間 チュウカン		期末 キマツ		年間 ネンカン		配当性向 ハイトウ セイコウ

		FY2013		4.5		4.5		9		27.3%				FY2013		9		27.3%				2013年度 ネン ド		9		27.3%

		FY2014		5		8		13		20.8%				FY2014		13		20.8%				2014年度 ネン ド		13		20.8%

		FY2015		9		9		18		22.2%				FY2015		18		22.2%				2015年度 ネン ド		18		22.2%

		FY2016		10		10		20		22.3%				FY2016		20		22.3%				2016年度 ネン ド		20		22.3%

		FY2017		11		13		24		23.7%				FY2017		24		23.7%				2017年度 ネン ド		24		23.7%

		FY2018		13		15		28		25.4%				FY2018e		26		23.9%				2018年度予想 ネン ド ヨソウ		26		23.9%

		FY2019		15		15		30		26.0%

		FY2020		13		13		26		47.9%



				配当 ハイトウ

				配当性向 ハイトウ セイコウ



 	中間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	5	9	10	11	13	15	13	 	期末	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	4.5	8	9	10	13	15	15	13	 	年間	

FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	9	13	18	20	24	28	30	26	









FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	0.27300000000000002	0.20799999999999999	0.222	0.223	0.23699999999999999	0.254	0.26	0.47899999999999998	



11_2_次期予想_事業セグメント別 

		目次 モクジ

				前年比 ゼンネン ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,280		2,565		2,362		▲ 82		▲3%		▲285				335		415		358		▲ 23		▲6%		▲80				14.7%		16.2%		15.1%		▲0.4pt



				医用 イヨウ		620		710		702		▲ 82		▲12%		▲90				24		27		32		▲ 8		▲25%		▲3				3.9%		3.8%		4.5%		▲0.7pt



				産業 サンギョウ		425		450		430		▲ 5		▲1%		▲25				37		37		37		+0		+1%		+0				8.7%		8.2%		8.5%		+0.2pt



				航空 コウクウ		285		300		300		▲ 15		▲5%		▲15				6		9		8		▲ 2		▲24%		▲3				2.1%		3.0%		2.6%		▲0.5pt



				その他 タ		40		75		60		▲ 20		▲33%		▲35				5		13		12		▲ 7		▲58%		▲8				8.6%		14.0%		15.4%		▲6.8pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 27		▲ 31		▲ 28		+1		-		+4

				合計 ゴウケイ		3,650		4,100		3,854		▲ 204		▲5%		▲450				380		470		418		▲ 38		▲9%		▲90				10.4%		11.5%		10.9%		▲0.4pt









						Net Sales														Operating Income														Operating Margin

						FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY				Changes from the Previous Forecast				FY 2020		previous forecast		FY 2019		YoY

				Units:
Billions of yen								Changes		Percent Increase/
Decrease												Changes		Percent Increase/
Decrease												Increase/
Decrease

				AMI		228.0		256.5		236.2		-8.2		-3%		-28.5				33.5		41.5		35.8		-2.3		-6%		-8.0				14.7%		16.2%		15.1%		-0.4pt



				MED		62.0		71.0		70.2		-8.2		-12%		-9.0				2.4		2.7		3.2		-0.8		-25%		-0.3				3.9%		3.8%		4.5%		-0.7pt



				IM		42.5		45.0		43.0		-0.5		-1%		-2.5				3.7		3.7		3.7		+0		+1%		+0.0				8.7%		8.2%		8.5%		+0.2pt



				AE		28.5		30.0		30.0		-1.5		-5%		-1.5				0.6		0.9		0.8		-0.2		-24%		-0.3				2.1%		3.0%		2.6%		-0.5pt



				Other		4.0		7.5		6.0		-2.0		-33%		-3.5				0.5		1.3		1.2		-0.7		-58%		-0.8				8.6%		14.0%		15.4%		-6.8pt

				Adjustments																-2.7		-3.1		-2.8		+0.1		—		+0.4

				Total		365.0		410.0		385.4		-20.4		-5%		-45.0				38.0		47.0		41.8		-3.8		-9%		-9.0				10.4%		11.5%		10.9%		-0.4pt







				4Qのみ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2019		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2018		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		555		840		669		▲ 114		▲17%		▲285				84		164		112		▲ 28		▲25%		▲80				15.1%		19.5%		16.8%		▲1.7pt



				医用 イヨウ		117		207		211		▲ 94		▲45%		▲90				11		14		23		▲ 12		▲51%		▲3				9.5%		6.8%		10.7%		▲1.2pt



				産業 サンギョウ		123		148		89		+33		+37%		▲25				16		16		4		+12		+339%		+0				12.7%		10.6%		4.0%		+8.7pt



				航空 コウクウ		72		87		107		▲ 35		▲32%		▲15				2		5		11		▲ 9		▲83%		▲3				2.5%		5.5%		9.9%		▲7.4pt



				その他 タ		(8)		27		(4)		▲ 4		+103%		▲35				(3)		5		5		▲ 8		▲170%		▲8				104.1%		14.7%		31.5%		+72.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲9		▲13		▲11		+2				+4

				合計 ゴウケイ		859		1,309		1,072		▲ 213		▲20%		▲450				100		190		143		▲ 42		▲30%		▲90				11.7%		14.5%		13.3%		▲1.6pt



				期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		期初予想 キショ ヨソウ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		2,280		2,565		2,110		+170		+8%		▲285				335		415		223		+112		+50%		▲80				14.7%		16.2%		10.6%		+4.1pt



				医用 イヨウ		620		710		610		+10		+2%		▲90				24		27		5		+19		+380%		▲3				3.9%		3.8%		0.8%		+3.1pt



				産業 サンギョウ		425		450		415		+10		+2%		▲25				37		37		28		+9		+32%		+0				8.7%		8.2%		6.7%		+2.0pt



				航空 コウクウ		285		300		215		+70		+33%		▲15				6		9		▲19		+25		▲132%		▲3				+2.1%		3.0%		▲8.8%		+10.9pt



				その他 タ		40		75		50		▲ 10		▲20%		▲35				5		13		9		▲ 4		▲44%		▲8				8.6%		14.0%		13.2%		▲4.6pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 27		▲ 31		▲ 26		▲ 1		-		+4

				合計 ゴウケイ		3,650		4,100		3,400		+250		+7%		▲450				380		470		220		+160		+73%		▲90				10.4%		11.5%		6.5%		+3.9pt











				上期 カミキ



						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,098		2,565		1,134		▲ 37		▲3%		▲1467				172		415		156		+15		+10%		▲243				15.6%		16.2%		13.8%		+1.9pt



				医用 イヨウ		306		710		349		▲ 43		▲12%		▲404				11		27		14		▲ 3		▲21%		▲16				3.6%		3.8%		4.0%		▲0.4pt



				産業 サンギョウ		205		450		195		+10		+5%		▲245				17		37		11		+6		+52%		▲20				8.3%		8.2%		5.8%		+2.6pt



				航空 コウクウ		160		300		152		+8		+5%		▲140				4		9		3		+1		+36%		▲5				2.6%		3.0%		2.0%		+0.6pt



				その他 タ		19		75		35		▲ 16		▲47%		▲56				2		13		6		▲ 4		▲71%		▲11				6.5%		14.0%		13.7%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 9		▲ 31		▲ 12		+2		-		+22

				合計 ゴウケイ		1,788		4,100		1,865		▲ 77		▲4%		▲2312				196		470		179		+18		+10%		▲274				11.0%		11.5%		9.6%		+1.4pt





				下期 シモキ

						売上 ウリアゲ														営業利益 エイギョウ リエキ														営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ				前回予想比 ゼンカイ ヨソウ ヒ				FY2020		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		FY2019		前期比 ゼンキヒ

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク										増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		1,182		2,565		1,228		▲ 46		▲4%		▲1383				163		2,565		201		▲ 38		▲19%		▲2402				13.8%		100.0%		16.4%		▲2.6pt



				医用 イヨウ		314		710		353		▲ 39		▲11%		▲396				13		710		18		▲ 5		▲28%		▲697				4.1%		100.0%		5.0%		▲0.9pt



				産業 サンギョウ		220		450		236		▲ 16		▲7%		▲230				20		450		25		▲ 6		▲22%		▲430				9.1%		100.0%		10.8%		▲1.8pt



				航空 コウクウ		125		300		149		▲ 24		▲16%		▲175				2		300		5		▲ 3		▲61%		▲298				1.5%		100.0%		3.3%		▲1.8pt



				その他 タ		21		75		24		▲ 3		▲13%		▲54				3		75		6		▲ 3		▲46%		▲72				10.7%		80.6%		17.9%		▲7.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																▲ 18		300		▲ 16		▲ 2		-		▲318

				合計 ゴウケイ		1,862		4,100		1,990		▲ 127		▲6%		▲2238				184		4,100		240		▲ 56		▲23%		▲3916				9.9%		100.0%		12.1%		▲2.2pt







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




12_コロナ事業環境 (2)

				目次 モクジ																		目次 モクジ

				事業 ジギョウ						概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア				〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁				▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン				×		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		公立病院 コウリツ ビョウイン				▲		■回診車は、下期も一定の需要を期待
■経営が厳しい状況が継続するが、政府補助金による設備投資増を見込む カイシン シャ シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ ケイエイ キビ ジョウキョウ ケイゾク セイフ ホジョキン セツビ トウシ ゾウ ミコ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						民間病院 ミンカン ビョウイン				×		■回診車は、下期も一定の需要を期待
■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ				〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ				▲		■中国は好調継続、フォークリフト・小型建機の需要は回復傾向 チュウゴク コウチョウ ケイゾク コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉・ガラスワインダ コウギョウ ロ				▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空機 ミンカン コウクウキ				×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア				〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





12_コロナ事業環境

				目次 モクジ																目次 モクジ

				事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ												事業 ジギョウ				概況 ガイキョウ

				計測 ケイソク		ヘルスケア		〇		■海外展開の本格化により、新型コロナウイルス検出用体外診断用医薬品の拡大
■製薬、ウイルス研究向けに増加
■中国で「薬典」改定（12月公布）における需要増 カクダイ ゾウカ ヤク テン カイテイ ガツ コウフ ジュヨウゾウ										計測 ケイソク		大学・官庁		〇		■大学：キャンパス閉鎖、授業の延期などで厳しい状況
■官庁：全般的に低調だが、補正予算 ダイガク ヘイサ ジュギョウ エンキ キビ ジョウキョウ カンチョウ ゼンパンテキ テイチョウ ホセイ ヨサン





						大学・官庁		▲		■大学は順次再開、また官公庁の入札も始まる
■各国政府の感染症対策に関する研究開発強化による需要の拡大 ジュンジ サイカイ カンコウチョウ ハジ カッコク セイフ カン カイハツ												ヘルスケア		〇		■医薬品、ウイルス研究向けビジネス拡大
■公衆衛生関連ビジネス拡大 イヤクヒン

						産業関連 サンギョウ カンレン		▲		■一部で回復傾向は見られるものの、自動車、鉄・化学の素材、機械などの幅広い分野で
　設備投資の減少など依然厳しい状況が続く イチブ カイフク ケイコウ ミ ジドウシャ テツ カガク ソザイ キカイ ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ イゼン キビ ジョウキョウ ツヅ		　										産業関連 サンギョウ カンレン		×		■自動車、鉄鋼、機械、化学など幅広い分野で設備投資減少などにより
　　厳しい状況 ジドウシャ テッコウ キカイ カガク ハバヒロ ブンヤ セツビ トウシ ゲンショウ キビ ジョウキョウ

				医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		▲		■下期も一定の需要を期待 シモキ イッテイ ジュヨウ キタイ										医用 イヨウ		回診用Ｘ線撮影装置 カイシン ヨウ セン サツエイ ソウチ		〇		■新型コロナウイルス感染により需要拡大 シンガタ カンセン ジュヨウ カクダイ

						その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■新型コロナウイルス対策以外の医用機器新規導入・更新の停滞は継続 シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ コウシン テイタイ ケイゾク												その他Ｘ線
装置 ホカ セン ソウチ		×		■病院の経営状態悪化などにより、新型コロナウイルス対策以外の
   医用機器 新規導入停滞 ビョウイン ケイエイ ジョウタイ アッカ シンガタ タイサク イガイ イヨウ キキ シンキ ドウニュウ テイタイ

				産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■半導体製造装置向けが好調に推移 ハンドウタイ セイゾウ ソウチ ム コウチョウ スイイ										産業 サンギョウ		ＴＭＰ		〇		■通信機器、モバイル機器の高度化に伴い、半導体需要が拡大 トモナ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ

						油圧 ユアツ		▲		■フォークリフト・小型建機の需要が回復傾向 コガタ ケンキ ジュヨウ カイフク ケイコウ												油圧 ユアツ		×		■フォークリフト・小型建機の需要減 コガタ ケンキ ジュヨウ ゲン

						工業炉 コウギョウ ロ		▲		■中国を中心に回復傾向 チュウゴク チュウシン カイフク ケイコウ

				航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■民間航空機の減産が継続し、厳しい事業環境が継続 ミンカン コウクウキ ゲンサン ケイゾク キビ ジギョウ カンキョウ ケイゾク										航空 コウクウ		民間航空 ミンカン コウクウ		×		■航空機利用減により需要は減少

						ヘルスケア		〇		■新型コロナウイルス検査試薬キットは好調に推移
■製薬、ウイルス研究向け拡大
■公衆衛生関連（消毒液など）ビジネス拡大 シンガタ ケンサシヤク コウチョウ スイイ カクダイ ショウドク エキ





13_補足資料＿計測重点機種前同比

		目次 モクジ

						FY2017										FY2018												FY2019																				FY2020

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ

		重点機種 ジュウテン キシュ				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%		+6%		+5%		▲10%		▲1%				▲5%		+2%		▲1%

		LC																										+4%								+6%		+5%		+10%		▲5%		+3%				▲7%		+2%		▲2%

		MS																										+17%								+9%		+13%		▲5%		▲15%		+0%				▲6%		▲3%		▲4%

		GC																										▲7%								+5%		▲1%		+9%		▲11%		▲1%				▲0%		+11%		+6%

		全体 ゼンタイ				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				▲4%		+3%		+3%		+2%		+10%		+4%		+4%		▲11%		+1%				▲7%		▲4%		▲5%





						FY 2017										FY 2018												FY 2019																				FY 2020

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2

		Key Models				+5%		+12%		+5%		+13%				+4%		+0%		+8%		+2%		+3%				+5%		+0%		+8%		+2%		+7%				+5%		-10%		-1%				-5%		+2%

		All				+7%		+8%		+9%		+10%				+12%		+3%		+3%		+2%		+6%				-4%		+3%		+3%		+2%		+10%				+4%		-11%		+1%				-7%		-4%











14_補足資料_計測地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				日本				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		▲1%		▲4%		▲1%		+1%				▲12%		+21%		+0%		▲5%		+1%				▲11%		▲15%

				北米				▲9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		▲5%		+16%		+4%		+5%				▲4%		+13%

				欧州				+9%		+8%		▲7%		▲7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		▲2%		+5%				▲5%		▲5%

				中国				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				▲8%		▲4%		+4%		▲40%		▲12%				+12%		+14%

				その他アジア ホカ				▲7%		+9%		▲8%		+13%				▲2%		▲1%		+13%		▲2%		+4%				+19%		+11%		+8%		▲10%		+6%				▲25%		▲9%

				インド				▲10%		+24%		▲7%		+21%				+6%		▲7%		+4%		▲9%		▲3%				+11%		▲3%		+27%		▲5%		+7%				▲35%		▲4%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				Japan				+11%		+1%		+15%		+8%				+15%		-1%		-4%		-1%		+1%				-12%		+21%		+0%		-5%		+1%				-11%		-15%

				North America				-9%		+7%		+11%		+30%				+17%		+14%		+9%		+3%		+10%				+4%		-5%		+16%		+4%		+5%				-4%		+13%

				Europe				+9%		+8%		-7%		-7%				+11%		+7%		+19%		+8%		+12%				+1%		+19%		+2%		-2%		+5%				-5%		-5%

				China				+14%		+20%		+13%		+14%				+10%		+6%		+3%		+9%		+7%				-8%		-4%		+4%		-40%		-12%				+12%		+14%

				Other Asian Countries				-7%		+9%		-8%		+13%				-2%		-1%		+13%		-2%		+4%				+19%		+11%		+8%		-10%		+6%				-25%		-9%

				India				-10%		+24%		-7%		+21%				+6%		-7%		+4%		-9%		-3%				+11%		-3%		+27%		-5%		+7%				-35%		-4%







&"Arial,標準"&9&P/&N	&9&A/&F




8_医用2

		目次 モクジ





						Ｘ線装置 96億円：▲10億円（▲9%）		血管撮影は日本、アジアで好調。X線TV、Ｘ線撮影は事業環境が厳しく北米・中国を中心に減収 ニホン コウチョウ セン サツエイ ジギョウ カンキョウ キビ ホクベイ チュウゴク チュウシン ゲンシュウ

						その他 38億円　：+2億円（+5%）

						海外売上高比率 40%：▲7ﾎﾟｲﾝﾄ		日本6%増、海外20%減。海外地域は主要地域で減収 カイガイ チイキ シュヨウ チイキ ゲンシュウ

						ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ売上 205億円：＋4億円(+2%)
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ比率 30%：一定		血管撮影などハイエンド装置で保守契約が増加
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15_補足資料_医用地域別

		目次 モクジ

				国				FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				日本				+9%		+0%		+1%		▲11%				▲1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		▲2%		▲5%		+7%				▲15%		▲33%

				北米				+2%		▲9%		+10%		+19%				+17%		▲3%		▲33%		▲24%		▲12%				▲24%		▲17%		+5%		+7%		▲9%				+14%		+31%

				欧州				▲51%		▲3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		▲1%		+34%				▲26%		▲6%		+2%		▲8%		▲9%				+19%		+30%

				中国				▲1%		+3%		+22%		▲7%				+1%		▲14%		▲5%		▲15%		▲9%				▲33%		+5%		▲26%		+13%		▲8%				+34%		▲33%

				その他アジア ホカ				+22%		+34%		▲8%		+24%				+11%		▲2%		+45%		▲28%		+6%				▲8%		+3%		▲16%		+34%		▲0%				▲9%		+17%





				Country				FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				Japan				+9%		+0%		+1%		-11%				-1%		+16%		+19%		+6%		+10%				+6%		+30%		-2%		-5%		+7%				-15%		-33%

				North America				+2%		-9%		+10%		+19%				+17%		-3%		-33%		-24%		-12%				-24%		-17%		+5%		+7%		-9%				+14%		+31%

				Europe				-51%		-3%		+75%		+96%				+190%		+31%		+22%		-1%		+34%				-26%		-6%		+2%		-8%		-9%				+19%		+30%

				China				-1%		+3%		+22%		-7%				+1%		-14%		-5%		-15%		-9%				-33%		+5%		-26%		+13%		-8%				+34%		-33%

				Other Asian 
Countries				+22%		+34%		-8%		+24%				+11%		-2%		+45%		-28%		+6%				-8%		+3%		-16%		+34%		-0%				-9%		+17%
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17_補足資料_医用機種別

		目次 モクジ

																																								0.02		0.01		0.04		-0.02		0.077		0.059		0.111

						FY2017										FY2018										FY2019

						1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		2Q		3Q		4Q

		全体 ゼンタイ				+2%		+1%		+4%		▲2%				+8%		+6%		+11%		▲2%				▲6%		+3%		+3%		+2%		+18%		▲4%		+0%

		X線装置 セン ソウチ				▲1%		▲1%		▲5%		▲3%				+14%		+0%		+11%		▲10%				▲9%		+0%		+8%		+2%		+16%		▲13%		+8%





						FY 2017										FY 2018										FY 2019

						Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		2Q		3Q		4Q		Q2		Q3		Q4

		All				+2%		+1%		+4%		-2%				+8%		+6%		+11%		-2%				-6%		+3%		+3%		+2%		+18%		-4%		+0%

		X-Ray Systems				-1%		-1%		-5%		-3%				+14%		+0%		+11%		-10%				-9%		+0%		+8%		+2%		+16%		-13%		+8%









16＿補足資料＿産機機種別

		目次 モクジ

								FY2017										FY2018												FY2019														FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		上期 カミキ

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		▲15%		▲29%		▲9%				▲25%		▲26%		▲25%		+10%		+48%		▲1%				+46%		+36%		+41%

				油圧 ユアツ				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				▲12%		▲5%		▲4%				▲19%		▲17%		▲17%

				その他 ホカ				▲7%		+13%		+20%		+37%				+92%		▲9%		▲1%		+36%		+21%				▲37%		+19%				▲11%		▲1%		▲8%				▲7%		▲20%		▲20%







								FY 2017										FY 2018												FY 2019														FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2				Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				TMP				+59%		+34%		+30%		+16%				+14%		+0%		-15%		-29%		-9%				-25%		-26%				+10%		+48%		-1%				+46%		+36%

				Hydraulic Equipment				+11%		+9%		+15%		+7%				+6%		+1%		+4%		+1%		+3%				+2%		+1%				-12%		-5%		-4%				-19%		-17%

				Other				-7%		+13%		+20%		+37%				+92%		-9%		-1%		+36%		+21%				-37%		+19%				-11%		-1%		-8%				-7%		-20%











施策（不要）

				事業				施策



				計測
				・重点機種の新製品拡販（新型LC Nexera、LCMS9030など）
・市場が拡大しているカナビス向け製品の拡販（北米）
・双一流・双万プロジェクトなど活性化する教育市場向け強化（中国）
・受託分析、食品、臨床、製薬分野に対する営業・販促強化
・アフターマーケットの強化 キョウイク



		医用		医用 イヨウ				・注力している血管撮影システムの拡販
・診療所向けの営業強化（日本）
・AIを搭載したX線TVの新製品拡販（北米）
・大規模病院（3級病院）向け営業強化、現地生産品の拡販（中国） シンセイヒン



				産業				・新規顧客の開拓
・アフターマーケットの強化

				Segment				Measures



				
Analytical & Measuring Instruments				・Expanding sales of new key products（New LC Nexera、LCMS9030 ,etc）
・Expanding sales of products for Canavis, where the market is expanding（North America）
・Strengthening the education market,because government is trying to improve the quality of universities(Cnina)
・Reinforcement of sales and promotion in the areas of　CRO, food, clinical medicine, and pharmaceuticals



		医用		Medical 
Systems				・To expand sales of angiographic systems
・Strengthen sales to clinics (Japan)
・Expanding sales of new Fluoroscopy System with AI (North America)
・Strengthen sales to large-scale hospitals and expand sales of locally produced products (China）



				Industrial Equipment				・Developing new customers
・Strengthening the aftermarket





不要 

								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%





								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				Y on Y change in AM Net Sales				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%				0

				ＡＭ ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%				0





17＿補足資料＿ＡＭ

		目次 モクジ

				計測 ケイソク

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+6%		▲2%		+4%				+1%		+4%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		32%		32%		32%				37%		33%

				医用 イヨウ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		▲2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		▲3%		+2%		+4%				+1%		▲8%

				ＡＭ比率 ヒリツ				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%

				TMP

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		▲1%		+12%		+8%				+12%		+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%

				全社 ゼンシャ

								FY2017										FY2018												FY2019												FY2020

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q		3Q		4Q		FY				1Q		2Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				▲0%		+37%		+52%		+39%				+16%		+13%		+13%		+8%		+12%				+4%		+6%		+2%		▲4%		+2%				+2%		▲1%

				ＡＭ比率 ヒリツ				11%		14%		13%		14%				27%		27%		27%		27%		27%				29%		27%		29%		28%		28%				31%		33%





				Analytical & Measuring Instruments 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY 2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%		+14%				+3%		+6%		+6%		-2%		+4%				+1%		+4%

				AM Ratio				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%		30%				34%		30%		32%		32%		32%				37%		33%



				Medical Systems 

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				+2%		+6%		+1%		+2%				+4%		-2%		+5%		+2%		+2%				+5%		+13%		-3%		+2%		+4%				+1%		-8%

				AM Ratio				33%		31%		31%		28%				32%		29%		30%		29%		30%				35%		28%		31%		30%		30%				37%		32%



				TMP

								FY 2017										FY 2018												FY 2019												FY2020

								Q1		Q2		Q3		Q4				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2		Q3		Q4		FY				Q1		Q2

				YoY Change in AM Net Sales				-0%		+37%		+52%		+39%				+49%		+31%		+26%		+19%		+29%				+13%		+9%		-1%		+12%		+8%				+12%		+3%

				AM Ratio				11%		14%		13%		14%				14%		18%		20%		24%		19%				22%		27%		18%		18%		21%				17%		21%









Sheet3

						島津 シマヅ						アナリスト予想 ヨソウ

						FY2017		FY2018		FY2019		平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		913		954		926		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		97		101		101		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.6%		10.6%		10.9%		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		925		959		▲34		▲4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.4pt		-

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-



				アナリスト予想平均 ヨソウ ヘイキン												(億円） オクエン

						アナリスト予想 ヨソウ

						平均 ヘイキン		ジェフリーズ		メリルリンチ		野村 ノムラ		みずほ		三菱 ミツビシ

				売上 ウリアゲ		959		926		948		960		973		990

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		94		95		102		103		112

				（率） リツ		10.5%		10.2%		10.0%		10.6%		10.6%		11.3%

				コンセンサス（アナリスト予想平均）比 ヨソウ ヘイキン ヒ

						FY2019		コンセンサス		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		959		▲33		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.5%		+0.3pt		-

				前年比 ゼンネンヒ

						FY2019		FY2018		差額 サガク		率 リツ

				売上 ウリアゲ		926		954		▲27		▲3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		101		101		▲0		▲0%

				（率） リツ		10.9%		10.6%		+0.3pt		-





Sheet1

		売上 ウリアゲ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		2,565		2,565		2,450		▲115		▲115

		医用 イヨウ		720		710		700		▲20		▲10

		産業 サンギョウ		480		450		440		▲40		▲10

		航空 コウクウ		285		300		295		+10		▲5

		その他 ホカ		50		75		65		+15		▲10

		合計 ゴウケイ		4,100		4,100		3,950		▲150		▲150

		営業利益 エイギョウ リエキ

				期初 キショ		２Q発表時 ハッピョウ ジ		３Q発表時 ハッピョウ ジ		期初予想差 キショ ヨソウ サ		前回予想差 ゼンカイ ヨソウ サ

		計測 ケイソク		415		415		395		▲20		▲20

		医用 イヨウ		29		27		27		▲2		+0

		産業 サンギョウ		49		37		37		▲12		+0

		航空 コウクウ		7		9		8		+1		▲1

		その他 ホカ		7		13		12		+5		▲1

		調整額 チョウセイ ガク		▲ 37		▲ 31		▲ 29		+8		+2

		合計 ゴウケイ		470		470		450		▲20		▲20





Sheet4

		地域 チイキ		国 クニ		事業 ジギョウ		稼働状況 カドウ ジョウキョウ		備考 ビコウ

		アジア		日本 ニホン		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ

				中国 チュウゴク		計測 ケイソク		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月10日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						医用 イヨウ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月10日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						産業（油圧） サンギョウ ユアツ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月18日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

						産業（真空炉） サンギョウ シンクウ ロ		通常稼働 ツウジョウ カドウ		1月31日~2月9日まで休止、2月20日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ ガツ ニチ カドウ

				マレーシア		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月18日~4月5日まで休止、4月6日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

				フィリピン		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月19日~3月29日まで休止、3月30日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

		欧州 オウシュウ		イギリス		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		稼働中 カドウチュウ

		北米 ホクベイ		アメリカ		計測 ケイソク		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		稼働中 カドウチュウ

				アメリカ		航空 コウクウ		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		3月20日~3月26日まで休止、3月27日から稼働 ガツ ニチ ガツ ニチ キュウシ ガツ ニチ カドウ

				開発 カイハツ		製造 セイゾウ		販売・サービス ハンバイ

		日本 ニホン		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		中国 チュウゴク		通常出勤 ツウジョウ シュッキン

		その他アジア ホカ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		欧州 オウシュウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

		北米 ホクベイ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム		人数を調整して稼働 ニンズウ チョウセイ カドウ		基本在宅勤務 キホン ザイタク キンム

				主要セグメント シュヨウ		バリューチェーンへの影響 エイキョウ		備考 ビコウ

		日本 ニホン		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		中国 チュウゴク		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		通常通り ツウジョウ ドオ		工場は1月末から2月中旬まで停止。オフィスは2月中旬から業務を開始、3月中旬には通常 コウジョウ ガツ マツ ガツ チュウジュン テイシ ガツ チュウジュン ギョウム カイシ ガツ チュウジュン ツウジョウ

		北米 ホクベイ		計測・医用・産業・航空 ケイソク イヨウ サンギョウ コウクウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		欧州 オウシュウ		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ

		その他アジア ホカ		計測・医用・産業 ケイソク イヨウ サンギョウ		各事業所は基本在宅勤務。工場は人数を調整し稼働 カクジギョウショ キホン ザイタク キンム コウジョウ ニンズウ チョウセイ カドウ		フィリピンとマレーシアの工場は3月中旬から4月上旬まで停止 コウジョウ ガツ チュウジュン ガツ ジョウジュン テイシ
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								FY2017										FY2018										FY2019

								1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q

				ＡＭ売上前同比 ウリアゲ ゼン ドウ ヒ				+10%		+14%		+8%		+6%				+18%		+14%		+15%		+11%				+3%

				ＡＭ比率 ヒリツ				30%		27%		28%		27%				31%		31%		31%		29%				34%

								FY2017										FY2018										FY2019
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１Ｑ昨年特需影響

		計測（日本移設、中国環境特需を除く業績） ケイソク ニホン イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ ノゾ ギョウセキ

				FY2019 1Q		FY2018 1Q		差額 サガク		備考 ビコウ

		①現状 ゲンジョウ		49,661		51,645		▲ 1,984

				4,895		5,679		▲ 784

		⓶移設案件 イセツ アンケン				2462				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の売上差額 ホカ ケイソク ウリアゲ サガク

						284				FY20191Q、FY2018１Qのその他計測の営業利益差額 ホカ ケイソク エイギョウ リエキ サガク

		③中国環境 チュウゴク カンキョウ				1,053				FY20191Q、FY2018１Qの環境中国の売上差額 カンキョウ チュウゴク ウリアゲ サガク

						460				環境の粗利率43.7％を乗じて算出 カンキョウ アラリリツ ジョウ サンシュツ

		移設・中国環境特需がなかったと仮定 イセツ チュウゴク カンキョウ トクジュ カテイ		49,661		48,130		+1,531		①ー②－③

				4,895		4,935		▲ 40		①ー②－③





コンセンサス比

		目次 モクジ

										1Q				前期比 ゼンキヒ				前期比 ゼンキヒ

				単位：億円 タンイ オクエン						FY2019		FY2018		差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン

		業績 ギョウセキ		売上高 ウリアゲ ダカ						3,912		3,765		+147		+4%		+147		+376400%

				営業利益 エイギョウ リエキ						445		428		+17		+4%		+17		+42700%

				　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						11.4%		11.4%		ー				ー

				経常利益 ケイジョウ リエキ						455		419		+36		+9%		+36		+41800%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ						325		298		+27		+9%		+27		+29700%



		為替 カワセ		　平均レート：米ドル（円） ヘイキン ベイ エン						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				　ユーロ（円） エン						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



		主要投資 シュヨウ トウシ		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						166		155		+11				+11

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						217		172		+45				+45

				（減価償却費） ゲンカ ショウキャク ヒ						115		106		+9				+9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー







										1Q				Y on Y				Y on Y

				\billion						FY2019		FY2018		Change		ratio		Change		ratio

		Performance		Net sales						391.2		376.5		+14.7		4%		+14.7		37550%

				Operating income						44.5		42.8		+1.7		4%		+1.7		4180%

				ratio(%)						11.4%		11.4%		ー				ー

				Ordinary income						45.5		41.9		+3.6		9%		+3.5		4090%

				Profit attributable to owners of parent						32.5		29.8		+2.7		9%		+2.6		2880%



				Average Foreign Exchange Rate：US＄						110.96		110.91		+0.05		0%		+0.05		0%

				€						128.44		129.75		▲ 1.31		▲1%		ERROR:#VALUE!		▲1%



				R&D Expenses						16.6		15.5		+1.1				+1.1

				CAPEX						21.7		17.2		+4.5				+4.5

				Depreciation and Amortization						11.5		10.6		+0.9				+0.9



		指標 シヒョウ		EPS（円） エン						110.41		101.26		+9.15				+9.15

				ROE（%）						11.7%		11.7%		ー				ー

				ROA（%）						10.6%		10.6%		ー				ー

						1Q								前期比				コンセンサス比 ヒ

				単位：億円		FY2017		FY2018		コンセンサス		FY2019		差額		増減率		差額		増減率

		業績		売上高		758		857		859		808		▲49		▲6%		▲51		▲6%

				営業利益		39		57		57		45		▲13		▲23%		▲12		▲21%

				　営業利益率		0		6.7%		6.6%		5.5%		▲1.2pt		-		▲1.2pt		-



						４Q						前期比

				単位：億円		FY2016		FY2017		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,062		1,132		1,130		▲2		▲0%

				営業利益		151		174		169		▲5		▲3%

				　営業利益率		14.3%		15.4%		15.0%		▲0.4pt		-





重点機種受注・売上

				2018								2019

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q

		受注 ジュチュウ		-4		3		4		-1		6

		売上 ウリアゲ		3		-2		3		-2		4



受注	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	2018	2019	-4	3	4	-1	6	







投資性費用

		投資性費用 トウシセイ ヒヨウ

		ご参考 サンコウ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		FY

		ＦＹ２０１７　		6.2億円		8.9億円		13億円		8億円		36億円 オクエン

		ＦＹ２０１８　		8.5億円		12.6億円		2.8億円 オクエン		6.9億円 オクエン		31億円 オクエン

		ＦＹ２０１9　		4.9億円





２Ｑ

						1Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		808		857		▲49		▲6%

				営業利益		45		57		▲13		▲22%

				　営業利益率		5.5%		6.7%		▲1.2pt		-

				経常利益		45		66		▲21		▲32%

				親会社株主に帰属する当期純利益		34		44		▲9		▲22%

						２Q				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,142		972		+170		+17%

				営業利益		140		117		+24		+20%

				　営業利益率		12.3%		12.0%		+0.3pt		-

				経常利益		140		121		+19		+16%

				親会社株主に帰属する当期純利益		96		85		+10		+12%

						上期 カミキ				前同比 ゼン ドウ ヒ

				単位：億円		FY2019
(非公表の目標値） ヒ コウヒョウ モクヒョウチ		FY2018		差額		増減率

		業績		売上高		1,950		1,829		+121		+7%

				営業利益		185		174		+11		+6%

				　営業利益率		9.5%		9.5%		▲0.0pt		-

				経常利益		185		187		▲2		▲1%

				親会社株主に帰属する当期純利益		130		129		+1		+1%





１Ｑ予算比

				予算比・前年比 ヨサン ヒ ゼンネン ヒ																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				49		49		57		+0		+1%		▲8		▲14%				9.9%		9.0%		11.0%		+0.8pt		▲1.1pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 5		▲ 4		▲ 1		▲1		-		▲4		-				-3.8%		-2.6%		-0.9%		▲1.3pt		▲3.0pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				4		6		11		▲2		▲32%		▲7		▲64%				4.3%		6.2%		9.4%		▲1.9pt		▲5.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+4		-				-2.2%		-3.5%		-10.1%		+1.3pt		+8.0pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+106%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4				+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				45		42		57		+2		+5%		▲13		▲22%				5.5%		4.9%		6.7%		+0.6pt		▲1.2pt





						Net sales																Operating Income																Op margin

						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018						Y on Y						FY2019				FY2018				Y on Y

				\ billion												Change		ratio														Change		ratio												Change

				AMI		49.7				51.6						-2.0		-4%				4.9				5.7						-0.8		-14%				9.9%				11.0%				-1.1pt



				MED		13.4				14.2						-0.8		-6%				-0.5				-0.1						-0.4		+313%				-3.8%				-0.9%				-3.0pt



				IE		9.3				11.9						-2.6		-22%				0.4				1.1						-0.7		-64%				4.3%				9.4%				-5.1pt



				AE		6.6				5.5						+1.1		+19%				-0.1				-0.6						+0.4		-74%				-2.2%				-10.1%				+8.0pt



				Other		1.9				2.4						-0.6		-23%				0.3				0.2						+0.2		+106%				15.2%				6.0%				+9.2pt

				Adjutment																		-0.5				-0.5						+0		-3%

				Total		80.8				85.7						-4.9		-6%				4.5				5.7						-1.3		-22%				5.5%				6.7%				-1.2pt



						営業利益は予算を上回っているが、FY2019１Q実績に棚卸未実現7億円を計上したため。 エイギョウ リエキ ヨサン ウワマワ ジッセキ タナオロシ ミジツゲン オクエン ケイジョウ



				（参考）FY2019営業利益から棚卸未実現利益を除く  ＊棚卸未実現利益を除いた実質営業利益での比較 サンコウ エイギョウ リエキ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ タナオロシ ミジツゲン リエキ ノゾ ジッシツ エイギョウ リエキ ヒカク																																										(億円） オクエン

						売上 ウリアゲ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン ヒ				前同比						FY2019		予算 ヨサン		FY2018		予算比 ヨサン		前同比

				単位: 億円 タンイ オクエン								差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										差額 サガク		増減率 ゾウゲン		差額 サガク		増減率 ゾウゲン										増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン

				計測 ケイソク		497		540		516		▲43		▲8%		▲20		▲4%				46		49		57		▲3		▲6%		▲11		▲19%				9.2%		9.0%		11.0%		+0.2pt		▲1.8pt



				医用 イヨウ		134		146		142		▲12		▲8%		▲8		▲6%				▲ 7		▲ 4		▲ 1		▲4		-		▲6		-				-5.4%		-2.6%		-0.9%		▲2.8pt		▲4.5pt



				産業 サンギョウ		93		95		119		▲2		▲2%		▲26		▲22%				2		6		11		▲4		▲63%		▲9		▲81%				2.3%		6.2%		9.4%		▲3.9pt		▲7.1pt



				航空 コウクウ		66		71		55		▲5		▲8%		+11		+19%				▲ 1		▲ 2		▲ 6		+1		-		+5		-				-1.6%		-3.5%		-10.1%		+1.8pt		+8.5pt



				その他 タ		19		15		24		+4		+23%		▲6		▲23%				3		3		2		+1		+27%		+2		+105%				15.2%		18.0%		6.0%		▲2.8pt		+9.2pt

				調整額 チョウセイ ガク																		▲ 5		▲ 9		▲ 5		+4		-		+0		-

				合計 ゴウケイ		808		867		857		▲59		▲7%		▲49		▲6%				38		42		57		▲4		▲10%		▲19		▲34%				4.7%		4.9%		6.7%		▲0.2pt		▲2.0pt
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Promote businesses with 
recurring revenues

(subscription, e-commerce, and 
pay-as-you-go based 

businesses)

Key Measures for the Second Half

Expand market share 
of especially key 

models

 Given ongoing COVID-19 impacts, accurately identify market trends, such as 
growing or shrinking markets, and ensure they are reflected in business 
strategies.

 Implement the emergency management measures started in April.

Promote infectious 
disease 

countermeasure 
projects

Continue emergency 
management 

measures

Assess regional 
strategies based on 
changes in business 

environments
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 Analytical and Measuring Instruments
• Accelerate deployment of all infectious disease 

countermeasure businesses.
• Expand sales of key models (LC, MS, and GC) and develop 

new fields.
• Release new products, such as the new i-series, and 

expand sales.
• Expand the aftermarket business, such as for columns 

and stable isotope reagents.

 Industrial Machinery
• Expand market share by promoting differentiation based 

on technical capabilities.
• Provide a timely supply of TMPs for increasing 

production quantities of semiconductor manufacturing 
equipment due to expanding demand for 
semiconductors used for 5G or data center applications.

 Medical Systems
• Expand new solution-based businesses, such as for 

subscription services or software with advanced 
functionality.

• Continue to satisfy increased global demand for mobile X-
ray systems.

• Promote cost and expense reductions based on using IoT 
or other digital technologies for business processes.

 Aircraft Equipment
• Continue reducing costs/expenses and optimizing the 

allocation of personnel.
• Select and focus on target products.

Key Second-Half Measures
for Each Business Segment

Turbomolecular Pump with 
Magnetic Bearings

Turbomolecular Pump with 
Composite Bearings
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New i-Series
 Advanced i-Series

 LC-2030C NT Model Compatible with Slide-In Columns

 Multiplexing LCMS

 Nanomaterial Fractionation System

Key Models: Liquid Chromatographs
Strengthen and Expand Product Line

FFF-C8030

Nexera MX

 Strengthen functionality for working remotely:
Advance i-Series—new products for a “new normal” living with or after the COVID-19 virus

 Expand line of new products:
Expand the scope of application fields for liquid chromatographs and develop new fields.

Includes functionality for remote operation and 
monitoring.
 Unique analysis functionality enables data analysis 

that is not operator proficiency-dependent.
 Installed touch panel is pretreated with antibacterial 

treatment.
 Stable baselines are less affected by room 

temperature variations.

Includes on-chip LC column capability.
 Slide-in columns require no tools.
 Process steps through to the end of analysis 

can be automated using intuitive operations.
 Intended as dedicated analyzer.

 Two flow channels included in the 
same autosampler increases the 
utilization ratio.

Unique injection/rinsing mechanism 
efficiently eliminates residual 
components.

 Selectively and accurately 
fractionates 10 nm-class 
nanoparticles.

Helps improve the performance of 
electronic components.
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 LCMS System with World-Class High Sensitivity  Imaging Mass Microscope

 Released Peakintelligence Ver. 2 AI Software for High-
Sensitivity LCMS Analysis

 Sample Pretreatment System (Class I Medical Device)

LCMS-8060NX

CLAM-2030CL/LCMS 

 Release two high-end models:
Expand market share in medical, drug discovery, clinical, and other markets and develop new fields.

 Offer comprehensive mass spectrometer solutions:
Also release data analysis software and pretreatment systems.

Key Models: Mass Spectrometer Systems
Strengthen and Expand Product Line

Manufacturing and sales notification No. (for healthcare use)
26B1X00003900003

iMScope™ QT

 Achieves reliable high-sensitivity 
analysis by eliminating contaminants.

Develop broader applicability within 
medical, drug discovery, food, and other 
fields.

 Significantly shortens time required for data 
analysis work.

Offered as a subscription service.

 Acquires sample positional information with 
world-class sensitivity by integrating optical 
imaging with MS imaging.

Develop medical, drug discovery, and other 
fields.

 Fully automates all steps, 
from pretreatment to analysis, 
for blood, urine, and other 
samples.
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Infectious Disease Countermeasure Projects:
(1) Family of Products Involved in Contributing to Business Performance
 Strengthen measures to offer solutions for analyzing viruses, bacteria, and other pathogens.
 Collaborate with universities, healthcare institutions, and others based on two perspectives—preventing the 

spread of the COVID-19 pandemic and preparing countermeasures for infectious diseases in general, which is a 
new challenge for the future.

 New Therapeutic Drug 
Development Support
Supply analytical 
instruments and reagents 
mainly for mass 
spectrometers used for 
developing therapeutic drugs 
for infectious diseases at 
pharmaceutical companies 
and academic institutions.

Imaging Mass Microscope

 Test for Ethanol in Disinfectants

GCFTIR UV

In
st

ru
m

en
ts

 Mobile X-Ray System
Quickly diagnose pneumonia from 
bedside in patient rooms.

 Self-Patient Interview System

 Novel Coronavirus Detection Kit

 Measuring Blood Concentration of Candidate Therapeutic 
Drugs for COVID-19R

ea
ge

nt
s

In
st

ru
m

en
ts

Therapeutic Drug 
Development SupportVirus Testing Pathological Diagnosis and 

Infection Prevention

Shimadzu mobile X-ray system used to 
fight pandemic

R
ea

ge
nt

s
In

st
ru

m
en

ts

LCMS

Stable Isotope Reagent

Simplify pretreatment to enable PCR testing in 70 
minutes, half the time previously required.
Obtain approval to manufacture/sell as drug for 
in vitro diagnostics by saliva test.

With stable isotope reagents, LCMS can be used 
to monitor the concentration of therapeutic 
drugs measured in the bloodstream.

Analyze ethanol concentration by test methods 
specified in Japanese, US, and European 
Pharmacopoeias.

System screens patients 
at healthcare institutions 
without human 
intervention to reduce 
infection risk.
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Infectious Disease Countermeasure Projects:
(2) Deploy Reagent Kits

First-Half Results:
Released Reagent Kits and Expanded Applicability

Future Measures:
Collaborate with Government, Academic, and Corporate Organizations

 Accelerate business deployment, such as by releasing reagent kits and expanding applicability.
 Start service with healthcare institutions that issues proof of negative test results for overseas business travelers.
 Also contribute to preventing infection by ongoing testing in cooperation with academic institutions and 

companies.

May
• Confirmed efficacy of saliva testing.

July
• Started PCR testing service.

April
• Released reagent kits for research.

September
• Obtained approval to 

manufacture/sell as in vitro 
diagnostic drug.

• Started sales outside Japan.

July

September

October
• Entered business partnership with Canon Medical Systems 

Corporation.
• Offered specimen treatment solutions (Ampdirect) developed by 

Shimadzu.
• Provided support for development of fluorescent lamp method.

President Akira Kurosaka of Kyoto Sangyo University (right) with 
Shimadzu President Teruhisa Ueda (left)

In vitro diagnostic drug
Manufacturing and sales approval No.: 30200EZX00065000

• Started PCR testing service.
• Issued proof of negative test results for 

overseas business travelers.

• Engaged in broad partnership with Kyoto 
Sangyo University.

• Prevented spread of infection by infected people 
without symptoms.

• Provided support for safe on-campus activities.
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Contact: Investor Relations Group
Corporate Communication Department

Shimadzu Corporation 
Phone: +81-75-823-1673        E-Mail: ir@group.shimadzu.co.jp

This document contains forward-looking statements. Forecasts of future business performance that appear in this document are predictions made by the 
company’s management team that are based on information available when these materials were prepared and are subject to risks and uncertainties. 
Consequently, actual results may differ materially from the forecasts indicated above. Factors that may influence actual business performance include, 
but are not limited to, economic conditions within and outside Japan, changes in technologies in markets, and fluctuations in exchange rates.
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