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2020年3⽉期 通期︓ポイント

売上収益
5,910億円

営業利益
67億円

• 前回予想⽐︓290億円減（新型コロナ影響︓▲約330億円）
- 新型コロナウイルス感染拡⼤の影響により半導体装置事業を除く全事業で減収

• 前年⽐︓ 1,176億円減
- 映像事業︓ミラーレスは増収を確保したが、市場縮⼩の影響に加え、新型コロナ影響による

新製品販売延期も重なり、事業全体で約700億円の減収
- 精機事業︓半導体露光装置は増収だったが、FPD露光装置は顧客の投資⼀巡に加え、

新型コロナ影響によって売上の⼀部が翌期繰延となった為、事業全体で300億円超の減収

• 前回予想⽐︓133億円減（新型コロナ影響︓▲約100億円、追加減損損失︓▲約100億円）
- 新型コロナ影響に加え、事業環境の急激な悪化を踏まえて将来CFを慎重に⾒直した結果、

映像事業と産業機器事業において追加で減損損失計上となり、⼤幅減益
• 前年⽐︓ 759億円減
- 映像事業︓減収に加え、新製品の開発投資負担や減損損失計上が重なり、⾚字に

構造改⾰は当初計画通り進捗
- 精機事業︓FPD露光装置の台数減に加え、特許訴訟和解の⼀時利益がなくなり減益

注: 本資料で使⽤している数値は億円未満切り捨て、前回予想とは2020年2⽉6⽇発表時点の予想を指す
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2020年3⽉期 通期︓2⽉予想からの主な変化

単位︓億円
前回予想
（2/6） 映像事業 精機事業 その他 影響額計 実績

売上収益
新型コロナ影響 ▲約100 ▲約200 ▲約30 ▲約330

その他増減・為替影響 約10 約50 ▲約20 約40
連結 6,200 ▲92 ▲153 ▲47 ▲290 5,910

営業利益

新型コロナ影響 ▲約40 ▲約50 ▲約10 ▲約100
固定資産減損損失 ▲66 0 ▲36 ▲103
構造改⾰関連費⽤ 23 0 0 23
効率化・コスト削減 約20 約0 約40 約60

その他増減・為替影響 ▲約10 約10 ▲約10 ▲約10
連結 200 ▲71 ▲43 ▲19 ▲133 67

注: 各要因は1桁⽬を四捨五⼊して表⽰、個別決算（⽇本基準）のみ影響する事象は⾮掲載、減損損失は全社112億円（うち映像事業74億円）だが、表には構造改⾰関連費⽤で処理した8億円を除いて掲載

新型コロナ影響（営業利益）︓ 映像事業 約40億円 中⾼級機を主⼒とする販売店の休業や、サプライチェーンの停滞に伴う
プロ向けを含む主⼒製品の発売延期の影響による製品ミックス悪化

精機事業 約50億円 FPD装置事業の号機販売5台の翌期繰延やサービス売上減少の影響
その他 約10億円 ヘルスケア事業の減収影響が中⼼

固定資産減損損失︓ 映像事業 66億円 将来CFが低下した国内2社が対象、ソフトウェア等無形資産中⼼に計上
別途、構造改⾰関連費⽤で海外⽣産⼦会社の遊休設備等8億円を計上

その他 36億円 産業機器事業の⼀部製品で将来CF低下、のれん中⼼に回収可能額まで減額
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2020年3⽉期 通期︓連結売上収益・損益

単位︓億円
19年3⽉期

実績
前回予想
(2/6)

20年3⽉期
実績 前年⽐ 前回予想⽐

売上収益 7,086 6,200 5,910 ▲1,176 ▲290

営業利益 826 200 67 ▲759 ▲133
営業利益率 11.7％ 3.2％ 1.1%

税引前利益 879 230 118 ▲761 ▲112
税引前利益率 12.4％ 3.7％ 2.0%

当期利益
（親会社の所有者に帰属）

665 170 76 ▲589 ▲94
当期利益率 9.4% 2.7％ 1.3%

FCF 435 150 ▲48 ▲483 ▲198

為替︓USドル
ユーロ

111円
128円

108円
121円

109円
121円

売上収益への影響
▲142 +26

営業利益への影響
▲43 +1

FCFは前年⽐、前受⾦減少や国内協⼒会社への⽀払条件変更等により減少
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2020年3⽉期 通期︓セグメント別業績

単位︓億円
19年3⽉期

実績
前回予想
（2/6）

20年3⽉期
実績 前年⽐ 前回予想⽐

映像事業
売上収益 2,961 2,350 2,258 ▲23.7% ▲3.9%

営業利益 220 ▲100 ▲171 ▲391億円 ▲71億円
(226) (▲50) (▲144)

精機事業
売上収益 2,745 2,550 2,397 ▲12.7% ▲6.0%

営業利益 817 510 467 ▲350億円 ▲43億円
(817) (510) (467)

ヘルスケア事業
売上収益 654 650 620 ▲5.2% ▲4.6%

営業利益 ▲19 ▲10 ▲24 ▲5億円 ▲14億円
(▲19) (▲10) (▲24)

産業機器・その他
売上収益 725 650 633 ▲12.7% ▲2.6%

営業利益 69 40 31 ▲38億円 ▲9億円
(75) (40) (31)

各セグメントに配賦
されない全社損益

売上収益 － － － － －

営業利益 ▲261 ▲240 ▲236 ＋25億円 ＋4億円
(▲256) (▲223) (▲219)

連結
売上収益 7,086 6,200 5,910 ▲16.6% ▲4.7%

営業利益 826 200 67 ▲759億円 ▲133億円
(844) (267) (112)

注: 営業利益の（ ）内数値は、構造改⾰関連費⽤を除いた値
各セグメントに配賦されない全社損益には、19年3⽉期に6億円のセグメント間取引消去、20年3⽉期に▲21億円のセグメント間取引消去および38億円の遊休地売却益を含む
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2020年3⽉期 通期︓映像事業

レンズ交換式デジタルカメラ（万台）
市場規模 1,004 780 792
ニコン 206 150 162

交換レンズ（万本）
市場規模 1,696 1,350 1,337
ニコン 317 250 265

コンパクトデジタルカメラ（万台）
市場規模 822 600 619
ニコン 160 90 84

•売上収益︓前回予想⽐92億円減収 前年⽐703億円減収

- 前回予想⽐、2⽉中旬まで概ね計画通り推移していたが、
新型コロナウイルス感染拡⼤による需要減や⾼級⼀眼レフカメラ・
ミラーレスレンズの発売延期等が売上を下押し

- 前年⽐、ミラーレスカメラ・レンズの販売増の効果もあり、
プロ・趣味層向け中⾼級機カメラの台数・売上⽐率、
レンズ付帯率は着実に向上、オンライン販売⽐率も上昇

•営業利益︓前回予想⽐71億円減益 前年⽐391億円減益

- 構造改⾰関連費⽤27億円計上（計画50億円）、事業運営費は
中計期間中に500億円削減の⽬標に対し初年度で250億円削減

- 新型コロナウイルス感染拡⼤の影響により、⼀部会社の将来CFが
悪化した為、該当する固定資産の減損損失を66億円計上

- 前回予想⽐、販売経費、研究開発費、構造改⾰関連費⽤等
は減少したが、減損損失影響が上回り、⾚字拡⼤

売上収益 営業利益

注: 減損損失計上額は74億円だが、上記66億円は構造改⾰関連費⽤に含まれない⾦額のみを掲載
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2020年3⽉期 通期︓精機事業

売上収益 営業利益

•売上収益︓前回予想⽐153億円減収 前年⽐348億円減収
- FPD︓前回予想⽐、新型コロナウイルス感染拡⼤の影響で

5台の装置の据付が完了出来ず、2021年3⽉期に繰延
前年⽐、顧客の投資が⼀巡した6・8世代装置台数減で⼤幅減収
- 半導体︓前回予想⽐、据付完了早期化の顧客要請に応え、

4台の装置の据付完了を前倒し
前年⽐、新品装置の台数増が寄与し増収

•営業利益︓前回予想⽐43億円減益 前年⽐350億円減益
- 前回予想⽐、半導体露光装置の台数増が増益に寄与したものの、

FPD露光装置の期ずれによる減収影響⼤きく、事業全体では減益
- 2019年3⽉期営業利益は訴訟和解の⼀時利益約150億円

を含んでおり、これを除くと前年⽐約200億円減益

FPD露光装置販売台数（台）
市場規模

(CY18/19) 142 90 90

ニコン 70 32 27
半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）
市場規模

(CY18/19) 300 250 280

ニコン 21/20 30/11 34/11
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2020年3⽉期 通期︓ヘルスケア事業

売上収益 営業利益

•売上収益︓前回予想⽐30億円減収 前年⽐34億円減収

- 前回予想⽐、⽣物顕微鏡・網膜画像診断機器ともに新型コロナ
ウイルス感染拡⼤の影響等で売上下振れ、前年⽐でも減収

•営業利益︓前回予想⽐14億円減益 前年⽐5億円減益

- 再⽣医療分野および眼科診断分野での投資テーマを絞り込み
前年⽐⾚字半減の計画だったが、新型コロナウイルス感染拡⼤
の影響による減収影響で前年⽐⾚字幅拡⼤
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2020年3⽉期 通期︓産業機器・その他

売上収益 営業利益

•売上収益︓前回予想⽐17億円減収 前年⽐92億円減収
- 前回予想⽐、新型コロナウイルス感染拡⼤影響等により計画未達

- 前年⽐、成⻑期待のX線検査装置や⾮接触3次元測定機は
計画通り増収も、中国等アジア顧客を中⼼に設備投資抑制の
影響により減収

•営業利益︓前回予想⽐9億円減益 前年⽐38億円減益

- 前回予想⽐、新型コロナ等をきっかけとする事業環境の急激な
悪化に伴い、NM社を含む産業機器連結ベースの固定資産の
減損を36億円計上（NM社のれん残⾼はゼロに）
経費抑制等もあり減益幅は9億円にとどまる

注: NM社は、産業機器事業において測定機及びX線CT等に関する開発・製造・販売・サービスを担当するグループの統括会社Nikon Metrology NVを指す
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2021年3⽉期 通期⾒通し

• 未定
• 新型コロナウイルス感染拡⼤の影響が不透明の為、合理的な算出が可能になった時点で開⽰

新型コロナの
影響を含む
業績⾒通し

• 映像事業︓4・5 ⽉の販売は前年同⽉⽐⼤幅に減少。⼀部地域で経済活動が回復しつつあるが、
嗜好品ビジネスにとり厳しい事業環境が続くことが⾒込まれ、2期連続の⾚字は避けられない状況

• 精機事業︓半導体装置で2020年3⽉期に⼀部の号機が前倒しで据付完了出来た影響に加え、
渡航制限等からFPD装置出荷/据付の再開タイミングが遅れ売上の⼀部が来期に繰り延べとなる
可能性あり

業績予想

注: FCF・期末棚卸資産・為替の⾒通しも未定、設備投資・研究開発投資は全社合計では前期並みを想定

健全性
• ⾃⼰資本⽐率 ︓連結ベースの⾃⼰資本⽐率は53.7％と、強い財務基盤を維持
• ⼿元流動性 ︓現預⾦と運転資⾦調達枠の合計で4,000億円以上を確保
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株主還元

配当⽅針

20年3⽉期
⾃⼰株式取得

• 取得価格 ︓①約100億円 ②約300億円
• 株式数 ︓①約6.6百万株 ②約22.5百万株
• 取得期間 ︓①2019年5⽉〜6⽉ ②2019年11⽉〜2020年3⽉
• 株式消却 ︓②22.5百万株は2020年3⽉に消却済み

配当⾦
• 20年3⽉期︓年間配当⾦40円（中間配当⾦30円、期末配当⾦10円）
• 21年3⽉期︓未定

• 資本配分 ︓総還元性向40％以上の⽅針継続
• 60円配当 ︓経営環境と将来CF⾒通しに急激な変化が⽣じた為、成⻑投資余⼒と

危機対応⼒を維持するべく、1株当たり配当の下限⽬標を撤回
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新型コロナウイルスへの対応状況

 事業活動全般
• 当社グループ従業員、サプライヤー企業、お客様の安全と健康を優先し、事業を展開

⁃ シフトと在宅勤務を併⽤し、最⼤限の感染防⽌策を講じつつ、オペレーションを継続

 ⽣産体制/SCMの危機対応整備
• ⼀部で部品調達とそれに伴う⼯場の稼働に影響が出ており、対策実⾏中
• 柔軟な物流施策の展開

 精機事業製品のお客様サポート
• リモートサポート促進による現地従業員中⼼の対応強化

 アフターコロナに向けて
• デジタルマニュファクチャリング推進の加速
• ビジョンシステム/ロボットによる無⼈化、遠隔化によるソーシャルディスタンス確保への貢献
• 細胞培養／顕微鏡ソリューションによる医療への貢献

⽇々変化する状況に応じて、経営レベルで機動的なアクションを取る


