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2017年3⽉期 通期⾒通し ポイント

• Q4は⼤幅な減収減益⾒込み。通期⾒通しを下⽅修正
- Q4は売上、営業利益ともに前年を⼤きく下回る⾒込み
- 通期⾒通しを売上⾼500億円、営業利益50億円、当期純利益30億円下⽅修正

• 下⽅修正の主要因は、映像事業・産業機器事業における販売台数の減少
- 映像事業:

‣ アクションカメラが販売不振。開発・販売戦略を⾒直す
‣ほぼ全カテゴリーで市場が想定以上に減速
‣ 「選択と集中」による収益性重視の観点から、発売を予定していたDLシリーズ発売取りやめ

- 産業機器事業: 
‣世界的な市場減速に加え、⽶国⾃動⾞市場で投資⼿控えが発⽣
‣ Q4中の完全回復は⾒込めず、測定機・⼯業⽤顕微鏡を中⼼に想定販売台数を引き下げ

• 「選択と集中・⾼付加価値化」「固定費の抜本改⾰」の構造改⾰の基本⽅針に変更なし
- 業績下⽅修正を受け、既存施策の実⾏を加速し、追加の改善施策を検討
- ⼀⽅、「⾼付加価値商品への注⼒」は、販売戦略・オペレーションの本質的転換に時間を要す

注:  前回予想とは2016年11⽉8⽇発表時点の予想です
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2017年3⽉期 通期⾒通し：連結売上⾼・損益

単位：億円
16年3⽉期

実績
前回予想

（Q2時点）
今回予想

（Q3時点）
前年

実績⽐
前回

予想⽐

売上⾼ 8,193 8,000 7,500 ▲693 ▲500

営業利益 316 490 440 +124 ▲50
売上⾼⽐ 3.9％ 6.1％ 5.9％

経常利益 378 520 470 +92 ▲50
売上⾼⽐ 4.6％ 6.5％ 6.3％

当期純利益
（親会社株主に帰属） 182 ▲60 ▲90 ▲272 ▲30

売上⾼⽐ 2.2％ -0.8％ -1.2％

FCF 243 450 450 +207 ±0

為替：USドル 120円 105円 107円 売上⾼への予想影響額
▲630億円 70億円

ユーロ 133円 117円 118円 営業利益への予想影響額
▲160億円 ほぼゼロ

今期の年間配当⾦は16円を据え置く予定



16

2017年3⽉期 通期⾒通し：セグメント別業績

単位：億円
16年3⽉期

実績
前回予想

（Q2時点）
今回予想

（Q3時点）
前年

実績⽐
前回

予想⽐

精機事業
売上⾼ 1,788 2,550 2,480 +39% ▲3%

営業利益 96 450 480 +384億円 +30億円

映像事業
売上⾼ 5,204 4,150 3,800 ▲27% ▲8%

営業利益 457 330 250 ▲207億円 ▲80億円

インストルメンツ事業
売上⾼ 772 840 760 ▲2% ▲10%

営業利益 28 30 10 ▲18億円 ▲20億円

メディカル事業
売上⾼ 183 190 190 +4% ±0%

営業利益 -46 -60 -60 ▲14億円 ±0億円

その他
売上⾼ 244 270 270 +11% ±0%

営業利益 45 40 40 ▲5億円 ±0億円

全社費⽤／
セグメント間消去

売上⾼ － － － － －

営業利益 -264 -300 -280 ▲16億円 +20億円

連結
売上⾼ 8,193 8,000 7,500 ▲9% ▲6%

営業利益 316 490 440 +124億円 ▲50億円
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半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）
市場規模 220 210 210
ニコン 14/21 26/16 24/10

FPD露光装置販売台数（台）
市場規模 80 120 128
ニコン 46 92 92

売上⾼ 営業利益

2017年3⽉期 通期⾒通し：精機事業

• 売上⾼：70億円の下⽅修正

半導体：
- 露光装置新品２台の販売が、

顧客都合により来期にずれこみ

- 中古機の販売が、顧客の投資
計画⾒直しにより6台減少

• 営業利益：30億円上⽅修正
- 半導体: 売上⾼の減少を原価

改善及び経費の削減によりカバー

- FPD: ミックス変化による収益性
改善



18

2017年3⽉期 通期⾒通し：映像事業

売上⾼ 営業利益

• 売上⾼：350億円の下⽅修正
- アクションカメラ「KeyMission」シリー

ズ販売不振に伴い、想定販売台数
を⼤幅に引き下げ

- 想定以上の市場減速に伴う、
各カテゴリ販売台数の引き下げ

• 営業利益：80億円下⽅修正
- 上記想定販売台数引き下げに

伴う利益減
- 広告宣伝費を含め経費抑制するも、

台数減影響を押し返すには⾄らず

• 構造改⾰関連費⽤
- 発売を予定していたDLの発売を取り

やめ、関連費⽤を構造改⾰関連費
⽤として計上

レンズ交換式デジタルカメラ（万台）
市場規模 1,304 1,200 1,150
ニコン 404 325 310

交換レンズ（万本）
市場規模 2,134 2,000 2,000
ニコン 590 475 460

コンパクトデジタルカメラ（万台）
市場規模 2,079 1,350 1,300
ニコン 623 345 315
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2017年3⽉期 通期⾒通し：インストルメンツ事業

• 売上⾼：80億円の下⽅修正
産業機器事業：
- ⽇本・アジア電⼦部品関連市場の

想定以上の減速

- ⽶国⾃動⾞市場での投資控え

- 上記による測定機・⼯業⽤顕微鏡等
の販売想定引き下げ

• 営業利益：20億円下⽅修正
- 上記販売想定の引き下げに

伴う利益減

売上⾼ 営業利益
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産業機器事業は中⻑期の成⻑エンジン候補：オンリーワン製品の「仕込み」は
順調に進んでいる

• ⽇経ビジネスに実績の紹介

⽇経ビジネス 2017年1⽉13⽇号

• 他にも世界の有⼒⾃動⾞メーカーと
トライアル開始済み
- 欧州⾃動⾞メーカーA
- 欧州⾃動⾞部品メーカーB
- ⽇系⾃動⾞メーカー複数社

⾼精度⾮接触センサー3D計測システム
HN-C3030

ブレードおよび鋳物のCT検査
XT H 450

量産段階で正式採⽤されれば、
今後2-3年の時間軸でインパクトのある利益貢献が期待できる

ニコンだけの「⾮接触・⾮破壊検査技術」を
活⽤した製品を保有

世界の⾃動⾞メーカーで
トライアル採⽤が進んでいる
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2017年3⽉期 通期⾒通し：メディカル事業
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• 売上⾼・営業利益ともに変更なし
- Optos社の事業は堅調：

営業利益率10%台後半を維持

• Verily社との戦略的提携を発表
- Machine Learningを活⽤した

網膜画像診断領域における戦略的
提携

- 糖尿病による眼疾患に対しより安価
で確かな診断ソリューションを提供、
診断・治療の裾野拡⼤

- 利益貢献まで3年程度を⾒込む
（今期⾒通しには影響なし）

売上⾼ 営業利益


