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2021年3月期 通期：ポイント

売上収益
4,512億円

営業利益
▲562億円

• 前年比： 1,398億円減
- 映像事業：ミラーレス拡販による増収も、市場縮小にコロナ影響が加わり、約750億円の減収
- 精機事業：半導体露光装置は主要顧客の投資一巡により減収、FPD装置事業は装置据付を

7月から再開したものの、上期のコロナ影響が大きく減収、事業全体で約600億円の減収

• 前年比： 629億円減
- 構造改革費用、固定資産減損や棚卸廃棄・評価損の一時費用556億円を除く営業赤字は限
定的

- Q4は固定資産の減損と棚卸資産の廃棄・評価損を約150億円計上したが、映像事業や
ヘルスケア事業での増収や各事業での経費削減等の効果により赤字幅縮小

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2021年2月4日発表時点の予想を指す

当期利益
（親会社の所有者に帰属）

▲344億円
• 前年比： 420億円減

営業利益▲562億円・当期利益▲344億円 （20/8/6予想：営業利益▲750億円・当期利益▲500億円）
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2021年3月期 通期：20/8/6予想からの営業利益の変化と特殊要因の内訳

当初の厳しい見立てを販売増、事業体質の改善により補うも、一時費用の計上により500億円を超す営業損失
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2021年3月期 通期：固定資産減損、棚卸廃棄・評価損、構造改革費用

Q1 Q2 Q3 Q4 合計

固定資産減損 ー 187億円 ー 72億円 259億円

棚卸資産
廃棄・評価損 11億円 107億円 55億円 80億円 253億円

構造改革費用 3億円 10億円 6億円 24億円 43億円

合計 14億円 304億円 61億円 176億円 556億円

注: 前回までの説明の一時費用は、Q2～Q3の固定資産減損、棚卸資産廃棄・評価損の合計を指す

通期、一時費用（固定資産減損、棚卸廃棄・評価損、構造改革費用）を556億円計上
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2021年3月期 通期：連結売上収益・損益

単位：億円
20年3月期
実績

前回予想
(2/4)

21年3月期
実績 前年比 前回予想比

売上収益 5,910 4,500 4,512 ▲1,398 +12

営業利益 67 ▲650 ▲562
▲629 +88

営業利益率 1.1% ▲14.4％ ▲12.5%

税引前利益 118 ▲600 ▲453 ▲571 +147
税引前利益率 2.0% ▲13.3％ ▲10.0%

当期利益
（親会社の所有者に帰属）

76 ▲420 ▲344 ▲420 +76
当期利益率 1.3% ▲9.3％ ▲7.6%

FCF ▲48 ー 229 +277 ー

為替：USドル
ユーロ

109円
121円

106円
121円

106円
124円

売上収益への影響
▲17 +37

営業利益への影響
+8 +6

一時費用等の影響で各利益が赤字の中、事業自体は順調に推移し、すべての損益項目で前回予想を上回る
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2021年3月期 通期：セグメント別業績

単位：億円
20年3月期
実績

前回予想
（2/4） 21年3月期実績 前年比 前回予想比

映像事業
売上収益 2,258 1,450 1,502 ▲33.5% ＋3.6%

営業利益 ▲171 ▲400 ▲357 ▲186億円 +43億円
(▲144) (▲350) (▲322)

精機事業
売上収益 2,450 1,900 1,847 ▲24.6% ▲2.8%

営業利益 480 40 14 ▲466億円 ▲26億円
(480) (40) (14)

ヘルスケア事業
売上収益 620 600 628 ＋1.3% ＋4.7%

営業利益 ▲24 ▲40 ▲30 ▲6億円 +10億円
(▲24) (▲40) (▲30)

産業機器・その他
売上収益 580 550 533 ▲8.1% ▲3.1%

営業利益 18 ▲20 ▲26 ▲44億円 ▲6億円
(18) (▲20) (▲19)

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 ▲236 ▲230 ▲161 ＋75億円 ＋69億円
(▲219) (▲230) (▲161)

連結
売上収益 5,910 4,500 4,512 ▲23.7% ＋0.3%

営業利益 67 ▲650 ▲562 ▲629億円 ＋88億円
(112) (▲600) (▲519)

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、21年3月期に＋25億円のセグメント間取引消去を含む
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2021年3月期 通期：映像事業

•売上収益：前年比756億円減収（前回予想比52億円増収）

- 市場縮小に加え、コロナ影響により販売台数は大幅に減少
プロ・趣味層向けモデルへのシフトを進め、販売単価は上昇

- ミラーレスカメラを6モデル、ミラーレスカメラ用レンズを18本まで拡充、
ミラーレスはボディ・レンズ共に販売台数を伸ばし、増収

- Q3に続き、Q4もカメラ市場の回復基調や当社ミラーレス新製品
Z 6II/Z７IIの販売好調が継続

•営業利益：前年比186億円減益（前回予想比43億円増益）

- 事業運営費は120億円の前倒しを含め270億円削減
過去2年の累計削減額520億円
中計期間中の総額630億円削減は順調に進展

- 一時費用237億円を除く営業利益は▲120億円

売上収益 営業利益3,000億円

レンズ交換式デジタルカメラ（万台）
市場規模 792 530 552
ニコン 162 85 84
交換レンズ（万本）
市場規模 1,337 880 911
ニコン 265 140 135
コンパクトデジタルカメラ（万台）
市場規模 619 350 343
ニコン 84 25 26

注: 一時費用237億円は、固定資産減損損失163億円、棚卸廃棄・評価損38億円と構造改革費用35億円の合計。
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2021年3月期 通期：精機事業
売上収益 営業利益

•売上収益：前年比603億円減収（前回予想比53億円減収）

- FPD：顧客企業の中小型パネル用の設備投資は回復基調、
大型パネル用の設備投資も堅調に推移

- FPD：渡航制限により装置据付作業に制約がある状況は継続して
いるが、据付作業は順調に進み、Q3時見通し比では1台増加

- 半導体：前年比、主要顧客の投資一巡に加え、一部顧客でコロナ
影響による装置納入や受注遅延もあり、装置販売台数は大幅減

- Q3時見通し比、ArF液浸装置1台の検収が翌期に繰延

•営業利益：前年比466億円減益（前回予想比26億円減益）

- FPD・半導体の減収影響に加え、固定資産減損を含む一時費用
216億円計上、成長領域の研究開発投資増により、大幅減益

- Q3時見通し比、半導体露光装置の検収が一部翌期に繰延となる
影響等もあり下振れ
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1,900 1,847
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3,000億円

FPD露光装置販売台数（台）
市場規模

(CY19/20) 90 52 52

ニコン 27 28 29
半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）
市場規模

(CY19/20) 280 305 330

ニコン 34/11 17/10 16/11
注: 一時費用216億円は、固定資産減損損失37億円、棚卸廃棄・評価減178億円の合計
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2021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：前年比8億円増収（前回予想比28億円増収）

- 生物顕微鏡・網膜画像診断機器ともに販売活動再開により、
Q3の回復基調がQ4も持続し、前年比、増収。
Q3時見通し比においても、上振れ

- 網膜画像診断機器は通期で過去最高の売上

- 細胞受託生産は複数のプロジェクトが順調に進展

•営業利益：前年比6億円減益（前回予想比10億円増益）

- 上期のコロナ影響や固定資産減損25億円の計上により営業赤字
となったが、増収影響や経費抑制等で収益性は着実に改善
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2021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：前年比47億円減収（前回予想比▲17億円減収）

- 産業機器事業は電子部品・半導体関連、自動車関連の
設備投資が回復基調だが前年比では減収

- その他事業では、 Velodyne社とのLidarセンサー協業に加え、
光学コンポーネント、光学部品、エンコーダ等が売上に貢献

•営業利益：前年比44億円減益（前回予想比▲6億円減益）

- Q2に主に国内生産拠点で映像事業関連の固定資産減損32億円、
Q4に子会社の土壌改良費用13億円、構造改革関連費用8億円
を計上。これらの一時費用を除けば27億円の黒字
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注: 「産業機器・その他」の「その他」には一部生産子会社が含まれており、固定資産の減損は映像事業の事業計画見直しに連動して減損を計上したもの
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2. 2022年3月期 通期見通し

3. 中期経営計画進捗
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2022年3月期 通期見通し：ポイント

売上収益
5,100億円

営業利益
200億円

•全社見通し：前年比588億円増収、5,000億円の売上を回復
- コロナ禍からの回復により、全てのセグメントで売上拡大
- 映像事業：カメラ市場はコロナ禍から回復、ミラーレスの販売拡大により148億円増収
- 精機事業：FPDは中小型パネルの投資拡大、販売台数増加により203億円増収

•全社見通し：前年比762億円増益
- 売上収益の回復と損益分岐点の低下（前期計上した固定資産減損による償却負担軽減が
寄与）により、収益性改善

- 全てのセグメントで黒字を目指す

株主還元
•配当予想：年間配当30円（中間配当15円）

- 収益力回復を踏まえ、前期より年間10円増配

当期利益
（親会社の所有者に帰属）

160億円
•全社見通し：前年比504億円増益
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2022年3月期 通期見通し：連結売上収益・損益

単位：億円 21年3月期実績 22年3月期見通し 前年比

売上収益 4,512 5,100 +588

営業利益 ▲562 200 +762
営業利益率 ▲12.5％ 3.9％

税引前利益 ▲453 220 +673
税引前利益率 ▲10.0％ 4.3％

当期利益
（親会社の所有者に帰属） ▲344 160 +504

当期利益率 ▲7.6％ 3.1％

EPS ▲93.96円 43.57円 ＋137.53円

年間配当 20円 30円 +10円

為替：USドル 106円 105円
売上収益への予想影響

約▲14億円

ユーロ 124円 125円
営業利益への予想影響

約＋1億円

注: EPS（基本的１株当たり当期利益）＝当期利益÷期中平均株式数（21年3月期実績は約3.67億株で計算、22年3月期末見通しも約3.67億株で計算）
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開示セグメント変更

新セグメント

映像事業 映像事業部

精機事業

FPD装置事業部

半導体装置事業部

次世代プロジェクト本部

ヘルスケア事業 ヘルスケア事業部

産業機器・その他

産業機器事業部

デジタルソリューションズ事業部

カスタムプロダクツ事業部

ガラス事業室

その他

映像事業 映像事業部

精機事業

FPD装置事業部

半導体装置事業部

次世代プロジェクト本部

ヘルスケア事業 ヘルスケア事業部

コンポーネント事業

デジタルソリューションズ事業部

カスタムプロダクツ事業部

ガラス事業室

産業機器・その他
産業機器事業部

その他

旧セグメント 事業部 事業部

長期成長領域「デジタルマニュファクチャリング」・「ビジョンシステム/ロボット」実現に向けて、「コンポーネント事業」新設
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2022年3月期 通期見通し：セグメント別業績

単位：億円 21年3月期実績 22年3月期見通し 前年比

映像事業
売上収益 1,502 1,650 ＋9.9%
営業利益 ▲357 50 ＋407億円

(▲322)

精機事業
売上収益 1,847 2,050 ＋11.0%
営業利益 14 170 ＋156億円

(14)

ヘルスケア事業
売上収益 628 700 +11.5%
営業利益 ▲30 10 +40億円

(▲30)

コンポーネント事業
売上収益 257 350 ＋36.2%
営業利益 0 80 ＋80億円

(0)

産業機器・その他
売上収益 275 350 ＋27.3%
営業利益 ▲27 30 ＋57億円

(▲19)

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 ▲161 ▲140 +21億円

(▲161)

連結
売上収益 4,512 5,100 +13.0%

営業利益 ▲562 200 +762億円
(▲519)

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21年3月期に+25億円のセグメント間取引消去を含む
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2022年3月期 通期見通し：映像事業

•売上収益：前年比148億円増収

- コロナ禍からの回復により、デジタルカメラ市場は回復基調継続
レンズ交換式カメラ市場は前年比+5%拡大

- プロ・趣味層向け製品の市場は堅調に推移。引き続き中高級機
カメラへのシフトを進める

- 前年に続きミラーレスのボディ・レンズのラインアップをさらに拡充し、
ミラーレスを中心に売上拡大をはかる

- カメラ・レンズ用各種部品（半導体関連を含む）の安定調達に注力

•営業利益：前年比407億円増益

- 前年計上の減損、廃棄・評価損は合わせて約200億円、構造改革
関連費用は35億円。これらの一時費用を除くと、約170億円の増益

- 事業運営費は今期110億円削減。過去2年の累計削減額520億
円を含め、中計期間中の総額630億円削減計画を達成予定

売上収益 営業利益

2,000億円

レンズ交換式デジタルカメラ（万台）
市場規模 552 580
ニコン 84 75
交換レンズ（万本）
市場規模 911 970
ニコン 135 130
コンパクトデジタルカメラ（万台）
市場規模 343 320
ニコン 26 25
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2022年3月期 通期見通し：精機事業

売上収益 営業利益

•売上収益：前年比203億円増収
- FPD：中小型パネル用、大型パネル用いずれも顧客の設備投資は
堅調に推移。中小型パネル用装置を中心に受注は堅調

- FPD：コロナ影響で遅延していた装置は、据付作業が順次進捗
しており、今期に売上計上予定

- 半導体：KrF・i線中心に中古装置の販売は増えるが、主要顧客の
設備投資の過渡期にあたるため、新品装置は減少

•営業利益：前年比156億円増益
- 前年計上の減損、廃棄・評価損は合わせて約210億円。これらの
一時費用を除くと、約55億円の減益

- FPDの増収影響はあるが、半導体の新品装置減少影響に加え、
次世代プロジェクト本部における長期成長領域の研究開発投資が
引き続き拡大

FPD露光装置販売台数（台）
市場規模

(CY20/21) 52 120

ニコン 29 45
半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）
市場規模

(CY20/21) 330 370

ニコン 16/11 13/15
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2022年3月期 通期見通し：ヘルスケア事業

売上収益 営業利益

•売上収益：前年比72億円増収

- 生物顕微鏡は米州市場が回復し売上拡大に寄与

- 網膜画像診断機器は前年に続き過去最高売上を更新予定

- 細胞受託事業は商用生産開始

- ヘルスケア事業としては、過去最高売上を見込む

•営業利益：前年比40億円増益

- 前年計上の減損25億円を除くと15億円の増益

- コロナ影響で計画より1年遅れたが、ヘルスケア事業としては初めての
黒字化を見込む
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2022年3月期 通期見通し：コンポーネント事業

売上収益 営業利益
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注: 今期からの開示であり、21年3月期実績および前年比較の上記コメントは、参考表記

•売上収益：前年比93億円増収

- 光学コンポーネント、EUV関連コンポーネント、光学部品、エンコーダ、
FPDフォトマスク基板等の売上拡大

- 特にEUV関連コンポーネントビジネスが進展

•営業利益：前年比80億円増益

- 前年計上の減損6億円を除くと74億円の増益
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2022年3月期 通期見通し：産業機器・その他

売上収益 営業利益

•売上収益：前年比75億円増収

- 電子部品・半導体関連、自動車関連の設備投資が回復

- 産業機器では、画像測定システム、X線検査装置、非接触測定機
等の売上拡大

•営業利益：前年比57億円増益

- 前年に計上した映像事業関連の減損や構造改革関連費用等の
一時費用46億円を除くと、11億円増益
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注: 今期からの開示であり、21年3月期実績および前年比較の上記コメントは、参考表記
「産業機器・その他」の「その他」には一部生産子会社が含まれており、映像事業の事業計画見直しに連動して前年に減損を計上したもの
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