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分析機器大手 2 社の 19 年度決算の注目点 

分析機器大手 2 社（堀場製作所、島津製作所）の 19 年度決算および 20 年度業績予想を踏まえ、株式会社

日本格付研究所（JCR）の現況に関する認識と格付上の注目点を整理した。 
    

1. 業界動向および新型コロナウイルス感染拡大による影響 

一般社団法人日本分析機器工業会（JAIMA）によると、分析機器とは「物質の組成、性質、構造、状態等

を定性的・定量的に測定する機械・器具又は装置」を指す。ラボラトリー用、環境用など多数の用途に分類

され、使用分野は大学や官公庁などの研究・試験機関、メーカーの開発・製造部門、病院など幅広い。その

ため、それぞれの用途に応じた多種多様な機器が開発されており、分析機器市場はニッチな市場の集合体で

ある。分析機器はそれぞれの機種で要素技術が異なり、固有のノウハウが必要となることから、分野ごとに

事業者のすみわけがなされているケースが多い。また、データの取得に使用するという性質上、機器の性能

や信頼性が重視される傾向が強い。それぞれの機器はユーザーに合わせてカスタマイズされることも多く、

同種の機器が継続的に使用されやすい。そのため、一部の汎用品を除くと個々の市場規模は大きくないが、

顧客基盤は比較的安定している。このような業界特性から、市場が寡占化していることも多く、参入障壁は

比較的高い。ただし、技術力が製品競争力に直結することから、技術優位性の維持・向上が重要となり、継

続的な研究開発投資が求められる。 

JAIMA の分析機器生産高・輸出高統計によると、18 年度実績は生産高 5,899 億円（前年度比 3.9％増）、

輸出高 4,003 億円（同 5.9％増）となった。リーマンショック後に一旦落ち込んだ生産高は、13 年度に過去

のピーク（07 年度 4,406 億円）を超え、6 年連続で過去最高を更新した。また、輸出高は海外需要の拡大に

より、すう勢的に拡大の方向にある。ただし、19 年度の生産高・輸出高は米中貿易摩擦の長期化や新型コロ

ナウイルス感染拡大による影響を受けたと見られる。20 年度も同感染拡大による影響で、環境規制導入の一

時的な遅れや、自動車メーカーの研究開発投資の縮小などが見込まれることから、厳しい事業環境が続くと

想定される。当面は第二波による影響の有無を含め、需要の動向に注意が必要である。ただ、JCR では、分

析機器の需要が中長期的に堅調に推移するとの見方を現時点では変えていない。これは、世界各地で環境・

安全に対する規制は強まっていく方向にあるためである。経済のグローバル化が進む中で、企業は販売地域

の有害物質規制などへの対応も求められており、開発・生産から流通まであらゆる段階で様々な物質を分

析・検査するプロセスが必要になっている。また、新興国では経済発展に伴って大気汚染や水質汚濁などの

環境問題への対応、医療制度の整備、食品などの安全性確保が求められており、環境・安全に対する規制が

強まっている。 

 

2. 決算動向 

19 年度決算は 2 社とも減収減益となった。世界的な環境・安全に対する規制強化の流れなどを背景に、

業績は 18 年度まで拡大傾向にあったが、営業利益では堀場製作所は 3 期ぶり、島津製作所は 7 期ぶりの減

益であった。個社別に見ると、堀場製作所の 19/12 期営業利益は 209 億円（前期比 27.5％減）となった。セ

グメント別では科学を除いて減益となったが、特に半導体メーカーの投資抑制の影響を受け、半導体の利益

が落ち込んだ。一方、島津製作所の 20/3 期営業利益は 418 億円（同 5.9％減）となった。新型コロナウイル

ル感染拡大による減益影響は 42 億円であった。クロマトグラフ・質量分析計を中心とした計測機器の販売

は、米中貿易摩擦の影響などはあったものの、第 3 四半期までは堅調に推移していた。しかし、第 4 四半期
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からの感染拡大により、設備投資の抑制や案件先送りが見られ、大きな影響を受けた。加えて、景気変動の

影響を受けやすい産業機器の販売も落ち込んだ。 

財務面では期間利益の蓄積を背景に、自己資本の拡充が進んでいる。堀場製作所は 18/12 期末の 1,613 億

円から 19/12 期末は 1,709 億円、島津製作所は 19/3 期末の 2,878 億円から 20/3 期末は 3,027 億円に増加し

た。また、2 社とも実質無借金を維持している。19 年度の投資内容を見ると、堀場製作所の設備投資は 128

億円（前期比 25 億円増）、研究開発費は 162 億円（同 10 億円増）、島津製作所の設備投資額は 176 億円（同

40 億円減）、研究開発費は 168 億円（同 3 億円増）となった。この結果、19 年度末の DER は、堀場製作所

が 0.43 倍（前期末 0.28 倍）、島津製作所が 0.03 倍（同 0.07 倍）となった。堀場製作所の DER が上昇してい

るが、現預金と有利子負債が両建てで増加しており、ネットキャッシュはむしろ増加している。事業成長に

向けた投資を実施する中でも、2社ともに財務構成は健全な水準が維持されている。 

 

3. 業績予想における格付上の注目点 

20 年度の業績予想は新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、2 社とも減収減益となっている。堀場

製作所の 20/12 期営業利益は 150 億円（前期比 28.3％減）の計画である。上半期 55 億円に対して、下半期

95 億円としており、期後半の回復を見込んでいる。特に、自動車計測は市場の低迷による製品出荷・検収の

遅れなどによる販売減少で、上半期の営業利益は 13 億円の赤字だが、通期では 5 億円の黒字を計画してい

る。一方、半導体の営業利益は 135 億円（前期比 25.9％増）であり、主力製品の販売が堅調に推移すると予

想している。これは、テレワークの拡大などに伴う半導体需要の増加を受け、半導体メーカーにおける設備

投資の回復が見込まれているためである。島津製作所の 21/3 期営業利益は 220 億円（前期比 47.4％減）の

計画である。新型コロナウイルス感染拡大による影響は年度末まで続くと見ており、業績への影響は定量で

は示されていないが、リーマンショックよりも大きいと予想している。事業環境は厳しい状況が続くと考え

られており、計測機器では自動車や鉄鋼など幅広い分野での設備投資減少、医用機器では新型コロナウイル

ス対策以外の機器導入の停滞、産業機器ではフォークリフト・小型建機の需要減、航空機器では航空機の利

用減による需要低迷を見込んでいる。このように 2 社の販売回復時期の見方は異なるが、感染拡大の第二波

が生じる懸念もあり、収束時期については未だ不透明感が強い。今後の事業環境、主力製品の販売動向、コ

スト削減施策の効果などを注視していく。 

自己資本の拡充や実質無借金の維持などにより、健全な財務基盤が保持されると JCR では見ている。20

年度の投資は事業環境を考慮し、優先順位を意識したものとなっている。堀場製作所は現時点での計画は未

定としているが、設備投資は更新内容を精査して緊急性の高いものから実施、研究開発は投資の優先順位付

けを検討する方針である。島津製作所は設備投資額 120 億円（前期比 56 億円減）、研究開発費 160 億円（同

8 億円減）を計画している。製品特性上、分析機器メーカーにとって技術開発力の維持・向上は不可欠であ

り、業績動向にかかわらず、一定水準の研究開発費を常に投じていくことが求められる。これまでも 2 社は

厳しい事業環境下においても、相応の研究開発活動が維持されている。現状の投資方針を踏まえれば、高い

製品競争力などを背景とした事業基盤が大きく損なわれる懸念は小さいと見ている。 

（担当）関口 博昭・川越 広志 
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（図表）分析機器大手 2 社の連結業績・財務 （単位：億円、倍、％） 

  売上高 営業利益 経常利益 最終利益 有利子負債 自己資本 総資産 DER 
自己資本 
比率 

堀場製作所 18/12 期 2,105 288 283 223 445 1,613 2,781 0.28 58.0 

（6856） 19/12 期 2,002 209 205 154 738 1,709 3,151 0.43 54.3 

  20/12 期予 1,870 150 145 105 － － － － － 
    

 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 有利子負債 自己資本 総資産 DER 
自己資本 
比率 

島津製作所 19/3 期 3,912 444 454 325 210 2,878 4,371 0.07 65.9 

（7701） 20/3 期 3,854 418 426 317 76 3,027 4,376 0.03 69.2 

  21/3 期予 3,400 220 220 160 － － － － － 

（出所:各社決算資料より JCR 作成） 

※有利子負債は借入金、社債、リース債務の合計 
 

 

【参考】  

発行体：株式会社堀場製作所 

長期発行体格付：A+ 見通し：安定的 

発行体：株式会社島津製作所 
長期発行体格付：AA- 見通し：安定的 

    
    
   
    
    
 
    
    

■留意事項 
本文書に記載された情報は、JCR が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また
はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、
的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、また
は当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCR は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、
金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因
のいかんを問わず、また、当該損害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。また、JCR の格付は意見の表明であ
って、事実の表明ではなく、信用リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするも
のでもありません。JCR の格付は、情報の変更、情報の不足その他の事由により変更、中断、または撤回されることがあります。格付は原則として
発行体より手数料をいただいて行っております。JCR の格付データを含め、本文書に係る一切の権利は、JCR が保有しています。JCR の格付データ
を含め、本文書の一部または全部を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられています。 

■NRSRO 登録状況   
JCR は、米国証券取引委員会の定める NRSRO（Nationally Recognized Statistical Rating Organization）の 5 つの信用格付クラスのうち、以下の 4 クラ
スに登録しています。(1)金融機関、ブローカー・ディーラー、(2)保険会社、(3)一般事業法人、(4)政府・地方自治体。 

■本件に関するお問い合わせ先 
情報サービス部  TEL：03-3544-7013 FAX：03-3544-7026 

    
 


