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1. Financial Results of the year ended March 31, 2022

2. Forecast for the year ending March 31, 2023
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Operating
Profit

¥49.9B

Revenue
¥539.6B

• YoY：Up ¥88.4B   (Down ¥10.4B vs. previous forecast)
– Revenue increased in all segments.
– In Imaging Products Business, sales grew mainly in expanded lineup of mirrorless cameras and interchangeable 

lenses.
– In Precision Equipment Business, topline grew on increased sales volumes of FPD lithography systems and service 

revenue.
– In Components Business, sales grew in semiconductor related components and encoders for industrial robots etc.
– In Healthcare and Industrial Metrology and Others, topline grew on powerful market recovery from COVID-19.

Summary for the year ended March 31, 2022

Note: In the FY2021/3, ¥55.6B of one-time costs was posted as restructuring relevant expenses, impairment losses of fixed assets, disposal and write-down of inventory.
Amounts in this presentation material are rounded down to the hundred millions of yen, previous forecast is the forecast as of Feb. 3, 2022.

Profit 
attributable to 
owners of the 

parent
¥42.6B

• YoY：Up ¥106.1B   (Up ¥2.9B vs. previous forecast)
– Achieved a significant increase in profit and became profitable in all segments.
– Profitability improved thanks to lower breakeven point reached on measures implemented of restructuring, and 

impairment losses of fixed assets in the previous year.
– Profits up substantially by the disappearance of one-time costs in FY2021/3, booking of capital gains from the 

unused land and foreign exchange impact、etc.

• YoY：Up ¥77.0B   (Up ¥3.6B vs. previous forecast)
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Financial Results for the year ended March 31, 2022: Highlights

Revenue and OP improved substantially vs. FY2021/3. 
Compared to FY2020/3, profit at each level grew substantially despite decreased revenue.

FY2021/3 Previous Forecast FY2022/3 FY2020/3
Actual (A) (Feb.3) (B) Actual (C) Actual

Revenue            451.2            550.0           539.6       +88.4        -10.4       591.0
Operating Profit            -56.2              47.0             49.9           6.7

% vs Revenue -12.5% 8.5% 9.3% 1.1%
Profit before income

taxes            -45.3              53.0             57.0         11.8
% vs Revenue -10.0% 9.6% 10.6% 2.0%

Profit attributable to
owners of the parent            -34.4              39.0             42.6           7.6

% vs Revenue -7.6% 7.1% 7.9% 1.3%
FCF              22.9  -             30.9         +8.0  - -4.8

Annual Dividends               ¥20               ¥40              ¥40        +¥20            ±0          ¥40

      +19.5         +0.7

        +6.3         +0.3

       ¥109

       ¥121EURO             ¥124             ¥130            ¥131
Impact on operating profit

Exchange Rate:
US$             ¥106             ¥112            ¥112

Impact on revenue

    +102.3         +4.0

      +77.0         +3.6

Billions of yen
Change
(C)-(A)

Change
(C)-(B)

    +106.1         +2.9


P4 ▲通期実績 連結

														データ入力エリア ニュウリョク



								単位：億円		21年3月期		前回予想		22年3月期		前年比		前回予想比				20年3月期 ネン ガツキ

										実績		（2/3）		実績								実績 ジッセキ

								売上収益		4,512		5,500		5,396		+884		▲104				5,910

								営業利益		▲562		470		499		+1,061		+29				67

								営業利益率		▲12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								税引前利益		▲453		530		570		+1,023		+40				118

								税引前利益率		▲10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								当期利益		▲344		390		426		+770		+36				76

								（親会社の所有者に帰属）								-		-

								当期利益率		▲7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		229		-		309		+80		-				▲48

								年間配当		20円		40円		40円		20円		0円				40円

								為替：USドル		106円		112円		112円		売上収益への予想影響 (億円)						109円

																195		7

								　　ユーロ		124円		130円		131円		営業利益への予想影響 (億円)						121円

																63		3



								Billions of yen		FY2021/3		Previous Forecast		FY2022/3		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				FY2020/3

										Actual (A)		(Feb.3) (B)		Actual (C)								Actual

								Revenue		451.2		550.0		539.6		+88.4		-10.4				591.0

								Operating Profit		-56.2		47.0		49.9		+106.1		+2.9				6.7

								% vs Revenue		-12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								Profit before income taxes 		-45.3		53.0		57.0		+102.3		+4.0				11.8

								% vs Revenue		-10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								Profit attributable to owners of the parent		-34.4		39.0		42.6		+77.0		+3.6				7.6

								% vs Revenue		-7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		22.9		-		30.9		+8.0		-				-4.8

								Annual Dividends		¥20		¥40		¥40		+¥20		±0				¥40

								Exchange Rate:
US$		¥106		¥112		¥112		Impact on revenue						¥109

																+19.5		+0.7

								EURO		¥124		¥130		¥131		Impact on operating profit						¥121

																+6.3		+0.3



																1.3%



データ反映エリア

データ入力エリア

データ反映エリア

データ入力エリア



P5 通期実績 セグ別

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

												単位：億円		21年3月期
実績		前回予想
（2/3）		22年3月期
実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン								Billions of Yen		FY2021/3
Actual (A)		Previous Forecast
(Feb.3) (B)		FY2022/3
Actual (C)		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		+18.7%		▲1.0%				280		▲18						Imaging Products Business		Revenue		150.2		180.0		178.2		+18.7%		-1.0%				28.0		▲1.8

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		+553億円		▲10億円				553		▲10								Operating profit		-36.3		20.0		19.0		+¥55.3B		-¥1.0B				55.3		▲1.0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		+14.3%		▲4.0%				265		▲88						Precision Equipment Business		Revenue		184.7		220.0		211.2		+14.3%		-4.0%				26.5		▲8.8

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		+283億円		+22億円				283		22								Operating profit		-0.6		25.5		27.7		+¥28.3B		+¥2.2B				28.3		2.2

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		+16.5%		+0.3%				104		2						Healthcare Business		Revenue		62.8		73.0		73.2		+16.5%		+0.3%				10.4		0.2

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		+73億円		+8億円				73		8								Operating profit		-3.0		3.5		4.3		+¥7.3B		+¥0.8B				7.3		0.8

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		+58.5%		▲2.7%				151		▲12						Components Business		Revenue		25.7		42.0		40.8		+58.5%		-2.7%				15.1		▲1.2

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		+126億円		+2億円				126		2								Operating profit		0.1		12.5		12.7		+¥12.6B		+¥0.2B				12.6		0.2

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		+30.6%		+3.0%				84		10						Industrial Metrology
and Others		Revenue		27.6		35.0		36.0		+30.6%		+3.0%				8.4		1.0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		+41億円		+14億円				41		14								Operating profit		-1.2		1.5		2.9		+¥4.1B		+¥1.4B				4.1		1.4

				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ				各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲150		▲160		▲169		▲19億円		▲9億円				▲19		▲9						Corporate P/L 
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-15.0		-16.0		-16.9		-¥1.9B		-¥0.9B				▲1.9		▲0.9

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		+19.6%		▲1.9%				884		▲104						Consolidated		Revenue		451.2		550.0		539.6		+19.6%		-1.9%				88.4		▲10.4

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		499		+1,061億円		+29億円				1,061		29								Operating profit		-56.2		47.0		49.9		+¥106.1B		+¥2.9B				106.1		2.9



																																																				

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

										単位：億円				21年3月期実績		前回予想
（2/3）		22年3月期実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン																						前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		18.7%		▲1.0%				280		▲18																						0		0

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		553億円		▲10億円				553		▲10																						0		0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		14.3%		▲4.0%				265		▲88																						0		0

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		283億円		22億円				283		22																						0		0

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		16.5%		0.3%				104		2																						0		0

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		73億円		8億円				73		8																						0		0

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		58.5%		▲2.7%				151		▲12																						0		0

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		126億円		2億円				126		2																						0		0

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		30.6%		3.0%				84		10																						0		0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		41億円		14億円				41		14																						0		0

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				各セグメントに配賦		営業利益		▲150		▲160		▲289		▲19億円		▲9億円				▲139		▲129																						0		0

				本社管理部門						されない全社損益		本社管理部門

				事業開発部門								事業開発部門

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		19.6%		▲1.9%				884		▲104																						0		0

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		500		1,061億円		29億円				1,062		30																						0		0





P6 ■通期実績 映像

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,502		1,800		1,782				280		-18				Revenue		150.2		180.0		178.2				28.0		-1.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		(363)		200		190				553		-10				Operating profit		-36.3		20.0		19.0				55.3		-1.0

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ												FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Forecast
(May.12)



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		552		520		512				-40		-8				Market Scale		5,520		5,200		5,120				-5,008		-4,688

				　ニコン		84		70		70				-14		0				Nikon		840		700		700				-770		-630

				交換レンズ（万本）																Interchangeable Lens (units:1,000)

				　市場規模		911		920		939				28		19				Market Scale		9,110		9,200		9,390				-8,171		-8,261

				　ニコン		135		130		127				-8		-3				Nikon		1,350		1,300		1,270				-1,223		-1,173

				コンパクトデジタルカメラ（万台）																Compact DSC (units:1,000)

				　市場規模		343		285		272				-71		-13				Market Scale		3,430		2,850		2,720				-3,158		-2,578

				　ニコン		26		20		19				-7		-1				Nikon		260		200		190				-241		-181





P7 通期実績 精機

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ								FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,847		2,200		2,112				265		-88						Revenue		184.7		220.0		211.2				1,927		1,892

				営業利益 エイギョウ リエキ		-6		255		277				283		22						Operating profit		-0.6		25.5		27.7				278		252



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual



				FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		16/11		12/20		9/18				-7/7		-3/-2						Nikon		16/11		12/20		11/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		11				-7		-3

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2





						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新① シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		なし		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 1月時点の見込み
確認必要		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新② シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		UG		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		(CY20/21)																		(CY20/21)

		なし		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

				UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









		新③ シン				21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		 市場規模　(CY20/21) シジョウ キボ		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

		なし		半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ																														



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8				1		0

				UG		5		3		3				-2		0						UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2

				測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0						測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0









P8-10 通期実績 セグ別(映・精以外)

				ヘルスケア																ヘルスケア

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		628		730		732				104		2				Revenue		62.8		73.0		73.2				10.4		0.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		-30		35		43				73		8				Operating profit		-3.0		3.5		4.3				7.3		0.8

				コンポーネント																コンポーネント

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		257		420		408				151		-12				Revenue		25.7		42.0		40.8				15.1		-1.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		125		127				126		2				Operating profit		0.1		12.5		12.7				12.6		0.2

																																

																																

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ																産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																																

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		276		350		360				84		10				Revenue		27.6		35.0		36.0				8.4		1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		-12		15		29				41		14				Operating profit		-1.2		1.5		2.9				4.1		1.4





P13 ▲FY23通期 連結

						単位：億円		22年3月期
実績		23年3月期
見通し		前年比

						売上収益		5,396		6,200		+804

						営業利益		499		500		+1

						営業利益率		9.3%		8.1%

						税引前利益		570		520		▲50

						税引前利益率		10.6%		8.4%

						当期利益		426		380		▲46

						（親会社の所有者に帰属）		0

						当期利益率		7.9%		6.1%

						EPS		116.21円		103.47円		▲12.74円

						年間配当		40円		40円		ー

						為替：USドル		112円		120円		売上収益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+164

						　　ユーロ		131円		130円		営業利益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+32



						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

						Revenue		539.6		620.0		+80.4

						Operating Profit		49.9		50.0		+0.1								115.56

						% vs Revenue		9.3%		8.1%										103.54

						Profit before income taxes 		57.0		52.0		-5.0								-12.02

						% vs Revenue		10.6%		8.4%

						Profit attributable to 
owners of the parent		42.6		38.0		-4.6

						% vs Revenue		7.9%		6.1%

						EPS		¥116.21		¥103.47		-¥12.74

						Annual Dividends		¥40		¥40		±0

						Exchange Rate:
US$		¥112		¥120		Impact on revenue

								¥112		Impact on revenue		+16.4

						EURO		¥131		¥130		Impact on operating profit

								¥131		Impact on operating profit		+3.2







P15 ■FY23通期 新セグ別

								新セグ：シート「P23 ■セグ別 半期別 (FY21_22)」より シン

								↓

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓				↓

								積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ														単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比				前年差異 ゼンネン サイ						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,100				0		2,100				映像事業売上収益		映像事業		178233938396				映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%				318				Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		220				0		220				映像事業営業利益		映像事業								営業利益		190		220		+30億円				30						Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,400				0		2,400				精機事業売上収益		精機事業		211215808127				精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%				288				Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		350				0		350				精機事業営業利益		精機事業								営業利益		394		350		▲44億円				▲44						Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		800				0		800				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		73242937726				ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%				68				Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		60				0		60				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業								営業利益		43		60		+17億円				17						Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		530				0		530				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		40868991737				コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%				122				Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		170				0		170				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業								営業利益		127		170		+43億円				43						Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		370				0		370				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他		36050015883				産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%				10				Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		40				0		40				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他								営業利益		29		40		+11億円				11						Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

		全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャソンエキ		営業利益		(340)				0		(340)				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ						各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲285		▲340		▲55億円				▲55				Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.5		-34.0		-¥5.5B

		内、成長投資関連費用				内、成長投資関連費用		(220)				0		(220)				内、成長投資関連費用										内、成長投資関連費用		▲218		▲220		▲2億円				▲2						Growth Investment Related Cost		-21.8		-22.0		-¥0.2B

		内、共用部門費用				内、共用部門費用		(130)				0		(130)				内、共用部門費用										内、共用部門費用		▲80		▲130		▲50億円				▲50						Corporate expense		-8.0		-13.0		-¥5.0B

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		6,200				0		6,200				連結売上収益		連結		539611691869				連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%				804				Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

		連結営業利益		連結		営業利益		500				0		500				連結営業利益		連結								営業利益		499		500		+1億円				1						Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B



								6,200		0				6,200

								500		0				500																																▲29.8		▲35.0		▲5.2

																												単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比										Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

																										映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%								Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

																												営業利益		190		220		+30億円										Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

																										精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%								Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

																												営業利益		394		350		▲44億円										Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

																										ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%								Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

																												営業利益		43		60		+17億円										Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

																										コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%								Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

																												営業利益		127		170		+43億円										Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

																										産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%								Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

																												営業利益		29		40		+11億円										Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

																										各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲285		▲340		▲55億円								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.5		-34.0		-¥5.5B

																										連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%								Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

																												営業利益		499		500		+1億円										Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B





P16 ▲通期実績 映像 (FY22 新ｾｸﾞ)

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782		2,100				318				Revenue		178.2		210.0				31.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		190		220				30				Operating profit		19.0		22.0				3.0

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）								前年
差異 ゼンネン サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)								前年
差異 ゼンネン サイ

				　市場規模		512		510				-2				Market Scale		5,120		5,100				-20

				　ニコン		70		70				0				Nikon		700		700				0

				交換レンズ（万本）												Interchangeable Lens (units:1,000)								

				　市場規模		939		940				1				Market Scale		9,390		9,400				10

				　ニコン		127		125				-2				Nikon		1,270		1,250				-20

				コンパクトデジタルカメラ（万台）												Compact DSC (units:1,000)								

				　市場規模		272		220				-52				Market Scale		2,720		2,200				-520

				　ニコン		19		10				-9				Nikon		190		100				-90





P17 ▲通期実績 精機 (FY22 新ｾｸﾞ)

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

						売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,112		2,400				288				Revenue		211.2		240.0				29

						営業利益 エイギョウ リエキ		394		350				-44				Operating profit		39.4		35.0				-4



								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		従来 ジュウライ

						FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ

						　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15

						半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)								

						　市場規模 		370		440				70				Market Scale		370		440				70

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		9/18		25/22				16/4				Nikon		9/18		25/22				16/4

																										

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		ミニステッパー		半装 ハンソウ		新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4





								22年3月期
(実績)		23年3月期
(見通し)										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新① シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25												Market Scale		　市場規模		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		なし				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

						　市場規模 		390		460				70				Market Scale		390		460				70												Market Scale		　市場規模 		390		460				ERROR:#VALUE!		70

						(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

						　ニコン		17/18		39/22				22/4				Nikon		17/18		39/22				22/4												Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4



																																																		

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4



				前提データ ゼンテイ		前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70				前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70

						ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0				ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0

						ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6				ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6







								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新② シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												(CY20/21)

		UG				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン																																				(CY20/21)

		なし																																				Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4

								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

						UG		3		6				3				UG		3		6				3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4









		新③ シン						22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Nikon		0/中古		17/18		39/22				ERROR:#VALUE!		16/4

		あり				半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ												Semiconductor Metrology/Inspection Systems　(New, units)																																

						　ニコン		52		82								Nikon		52		82



								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		新品		9		25				ERROR:#VALUE!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ミニステッパー		8		14				ERROR:#VALUE!		6

						UG		3		6				3				UG		3		6				3												UG		UG		3		6				ERROR:#VALUE!		3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		中古		18		22				ERROR:#VALUE!		4

						測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30				測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30												測検：AMI＋OST ソクケン		測検：AMI＋OST		52		82				ERROR:#VALUE!		30









P18-20 通期実績 映・精以外 (FY22 新ｾｸﾞ)

				ヘルスケア												ヘルスケア

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		732		800				68				Revenue		73.2		80.0				6.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		43		60				17				Operating profit		4.3		6.0				1.7

				コンポーネント												コンポーネント

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		408		530				122				Revenue		40.8		53.0				12.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		127		170				43				Operating profit		12.7		17.0				4.3

																								

																								

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ												産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																								

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		360		370				10				Revenue		36.0		37.0				1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		29		40				11				Operating profit		2.9		4.0				1.1





P23 セグ別 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		▲17.1		▲36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		217		60		277		130		220		350								Operating profit		48.0		▲0.6		21.7		6.0		27.7		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		▲2.4		▲3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components Business		Revenue		ー		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		ー		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		▲1.2		▲1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲50		▲119		▲169		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲23.6		▲15.0		▲5.0		▲11.9		▲16.9		▲15.0		▲19.0		▲34.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		▲56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

										5,908		4,510		2,727		2,667		5,394		2,950		3,250		6,200

										67		▲560		319		178		497		230		270		500

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen 		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products
Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		-17.1		-36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment
 Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		274		120		394		130		220		350								Operating profit		48.0		-0.6		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare
Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		-2.4		-3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components 
Business		Revenue		-		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		-		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology 
and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		-1.2		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦
されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲108		▲177		▲285		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-23.6		-15.0		-10.8		-17.7		-28.5		-15.0		-19.0		-34.0

								内、成長投資関連費用						▲104		▲114		▲218		▲100		▲120		▲220								Business reinforcement cost 						-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

								内、共用部門費用						▲22		▲58		▲80		▲60		▲70		▲130								Corporate expense						-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0





DIVA累計値
入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー
今期実績公表値)

決算発表済公表値

決算発表済公表値



P22 ▲連結 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 		20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期								Billions of Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

								通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期						Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200				Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

						営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500				Operating Profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

						営業利益率		1.1%		▲12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%				% vs Revenue		1.1%		-12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%

						税引前利益		118		▲453		160		410		570		240		280		520				Profit before income taxes 		11.8		-45.3		16.0		41.0		57.0		24.0		28.0		52.0

						税引前利益率		2.0%		▲10.0%		6.0%		15.4%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%				% vs Revenue		2.0%		-10.0%		5.9%		15.4%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%

						当期利益		76		▲344		120		306		426		170		210		380				Profit attributable to 
owners of the parent		7.6		-34.4		12.0		30.6		42.6		17.0		21.0		38.0

						（親会社の所有者に帰属）								ー

						当期利益率		1.3%		▲7.6％		4.5%		11.5%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%				% vs Revenue		1.3%		-7.6%		4.5%		11.5%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%

						EPS		19.93円		▲93.96円		116.21円						103.47								EPS		¥19.93		¥-93.96		¥116.21						¥103.47

						年間配当		40円		20円		40円						40円								Annual Dividends		¥40		¥20		¥40						¥40

						ROE		1.3%		▲6.4%		7.5%						6.5%								ROE		1.3%		-6.4%		7.5%						6.5%

						FCF		▲48		229		309						-								FCF		-4.8		22.9		30.9						-

						為替：USドル		109円		106円		109円		115円		112円		120円								Exchange Rate: US$		¥109		¥106		¥109		¥115		¥112		¥120

						　　ユーロ		121円		124円		131円		130円		131円		130円								EURO		¥121		¥124		¥131		¥130		¥131		¥130







P24 ■セグ別 新セグQ別 (FY21)

																										44665

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ								反映 ハンエイ				通期公表案ー3Q累計 ツウキ コウヒョウ アン ルイケイ				通期公表案 ツウキ コウヒョウアン		入力 ニュウリョク								参考 サンコウ								計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓		↓		↓								↓				↓				↓		↓																↓																		複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																																										複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																												単年　FY2021 タンネン																単年　FY2021 タンネン

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ				FY2022				積上げ ツミア										補正値 ホセイチ								自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス								開示 カイジ										検算 ケンザン								単位：億円　 				22年3月期								23年3月期										22年3月期 ネン ガツ キ		23年3月期 ネン ガツ キ																		Billions of  Yen　 				FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期												Billions of  Yen　 				FY2022/3

																						Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				0		1,782				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		559.7		440.3		664.8		435.2		2,100		1								0		(0)		(1)		1		560		440		664		436		2,100		2,100		1,000		1,100				映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				0		190				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		84.0		46.0		86.7		3.3		220										0		0		(1)		1		84		46		86		4		220		220		130		90						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																		Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				0		2,112				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		534.9		615.1		762.7		487.3		2,400		(4)		5						(5)		5		(1)		1		530		620		762		488		2,400		2,400		1,150		1,250				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		277				0		277				精機事業		営業利益		97.0		33.0		145.6		74.4		350										0		0		(1)		1		97		33		145		75		350		350		130		220						営業利益		106		111		31		29		97		33		145		75				277		350																				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		9.7		3.3		14.5		7.5				27.7		35.0						営業利益		106		111		31		29		277		旧セグ キュウ				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		27.7		旧セグ キュウ

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		732				0		732				ヘルスケア事業		売上収益		181.0		199.0		195.4		224.6		800				1						(1)		1		(0)		0		180		200		195		225		800		800		380		420				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43				ヘルスケア事業		営業利益		7.0		23.0		11.7		18.3		60										0		0		(1)		1		7		23		11		19		60		60		30		30						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		408				0		408				コンポーネント事業		売上収益		130.7		129.3		120.4		149.6		530				1						(1)		1		(0)		0		130		130		120		150		530		530		260		270				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		127				0		127				コンポーネント事業		営業利益		41.0		39.0		48.3		41.7		170										0		0		(0)		0		41		39		48		42		170		170		80		90						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				0		360				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		88.5		71.5		102.3		107.7		370		(8)		9						(9)		9		(0)		0		80		80		102		108		370		370		160		210				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

		産業売上		産業売上 サンギョウ ウリアゲ														産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		5.0		5.0		14.6		15.4		40										0		0		(1)		1		5		5		14		16		40		40		10		30				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲73		▲77		▲92		▲98				▲169		▲340		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲1.5		▲3.5		▲4.8		▲7.1		▲7.3		▲7.7		▲9.2		▲9.8				▲16.9		▲34.0				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲169		旧セグ キュウ		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-1.5		-3.5		-4.8		-7.1		-16.9		旧セグ キュウ

		産業営業利益産業分		産業営業利益 エイギョウリエキ														産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

		全社損益売上収益		全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

		全社損益営業利益		全社損益		営業利益		(169)				0		(169)				全社損益		営業利益		-73.0		-104.0		-92.0		-98.0		(367)				27						0		27		0		0		(73)		(77)		(92)		(98)		(340)		(340)		(150)		(190)

						売上収益								0						内、成長投資関連費用		-53.0		-54.0		-53.0		-56.0		(216)				7						0		7		0		(11)		-53		-47		-53		-67		-220		(220)		(100)		(120)				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		5,394				検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		539

						営業利益								0						内、共用部門費用		-29.0		-31.0		-38.0		-42.0		(140)								-10		0		0		0		10		-29		-31		-38		-32		-130		(130)		(60)		(70)						営業利益		198		121		149		29		161		69		212		58				497		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		198		121		149		29		497						営業利益		20		12		15		3		50

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		5,396				0		5,396				連結 レンケツ		売上収益		1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200				1						(1)		1		(1)		1		1,494		1,456		1,845		1,405		6,200		6,200		2,950		3,250

		連結営業利益		連結		営業利益		499				0		499				連結		営業利益		161.0		42.0		215.0		57.6		500				27						0		27		(1)		(2)		161		69		214		56		500		500		230		270				単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		次世代プロジェクト ジセダイ		27		30		27		33

						税前利益 ゼイマエ リエキ		570				0		570

						当期利益 トウキ リエキ		426				0		426								1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200																		1,480		1,470		1,843		1,407		6,200		6,200		2,950		3,250				上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ																																										上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ

																						161.0		42.0		215.0		55.0		473																		161		69		212		58		500		500		230		270

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ								通期 ツウキ																																												 		単位：億円 オクエン		22年3月期 キ								23年3月期										22年
3月期 ネン ガツ キ		23年
3月期 ネン ガツ キ																				Billions of Yen		FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期														Billions of  Yen　 		FY2022/3

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ				為替 カワセ		US$		120																																																Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				(0)		1,782						€		130																																												映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				(0)		190																																																						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220																				Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				(0)		2,112																																																				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

				精機事業		営業利益		398				(0)		398																																																						営業利益		133		141		58		62		97		33		145		75				394		350		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグ
		←		FY21は通期合計貼り付けから、Q4差引。FY22はQ別を累計。 ツウキ ゴウケイ ハ ツ サシヒキ ベツ ルイケイ														Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		9.7		3.3		14.5		7.5				39.4		35.0						営業利益		133		141		58		62		394		新セグ シン				Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		39.4		新セグ シン

				ヘルスケア事業		売上収益		732				(0)		732																																																				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

				ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43																																																						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

				コンポーネント事業		売上収益		409				(1)		408																																																				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

				コンポーネント事業		営業利益		127				0		127																																																						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				(0)		360																																																				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

				産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン		308				(0)		308																																																						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0 		-0.6 		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29																																																						営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲73		▲77		▲92		▲98				▲285		▲340																				Operating profit		-4.3 		-6.5 		-7.6 		-10.1 		-7.3 		-7.7 		-9.2 		-9.8 				-28.5 		-34.0 				各セグメントに配賦		営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲285		新セグ シン		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-28.5		新セグ シン

				産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン		12				(1)		11																																												全社費用 A ゼンシャヒヨウ								各セグメントに
配賦されない全社損益		内、成長投資関連費用 セイチョウトウシ カンレン ヒヨウ		▲50		▲54		▲53		▲61		▲53		▲47		▲53		▲67				▲218		▲220																				Business Reinforcement Cost		-5.0 		-5.4 		-5.3 		-6.1 		-5.3 		-4.7 		-5.3 		-6.7 				-21.8 		-22.0 				されない全社損益		内、成長投資関連費用		▲50		▲54		▲53		▲61		▲218		全社費用 A ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense related to investment in growth		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-21.8		全社費用 A ゼンシャヒヨウ

				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0																																												全社費用 B ゼンシャヒヨウ										内、共用部門費用		1		▲23		▲26		▲32		▲29		▲31		▲38		▲32				▲80		▲130																				Corporate Expense		0.1		-2.3 		-2.6 		-3.2 		-2.9 		-3.1 		-3.8 		-3.2 				-8.0 		-13.0 						内、共用部門費用		1		▲23		▲26		▲32		▲80		全社費用 B ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense for shared functions		0.1		-2.3		-2.6		-3.2		-8.0		全社費用 B ゼンシャヒヨウ

				全社損益		営業利益		(289)				0		(289)																																																				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

						内、成長投資関連費用								0																																																						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

						内、共用部門費用								0

				連結 レンケツ		売上収益		5,396				(0)		5,396																																																				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検算 ケンザン		売上収益		132.0		140.7		133.5		133.2		539.4

				連結		営業利益		500				(0)		500																																																						営業利益		197		121		148		32		161		69		212		58				498		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		197		121		148		32		498						営業利益		19.7		12.1		14.8		3.2		49.8



																																																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク

																																																																												-113.4		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)																		次世代 (to全社損益) ジセダイ ゼンシャ ソンエキ				-25.0		-27.2		-29.6		-31.6		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)

								5,396						5,394

								498						498



																																																																																																																																																										Billions of  Yen　 		FY2022/3						FY2023/3

																																																																																																																																																												1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

																																																																																																																																																								Imaging Products Business		Revenue		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

																																																																																																																																																										Operating profit		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

																																																																																																																																																								Precision Equipment Business		Revenue		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

																																																																																																																																																										Operating profit		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

																																																																																																																																																								Healthcare Business		Revenue		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

																																																																																																																																																										Operating profit		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

																																																																																																																																																								Components Business		Revenue		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

																																																																																																																																																										Operating profit		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

																																																																																																																																																								Industrial Metrology and Others		Revenue		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

																																																																																																																																																										Operating profit		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

																																																																																																																																																								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-108.0		-177.0		-285.0		-150.0		-190.0		-340.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense related to investment in growth		-104.0		-114.0		-218.0		-100.0		-120.0		-220.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense for shared functions		-22.0		-58.0		-80.0		-60.0		-70.0		-130.0

																																																																																																																																																								Consolidated		Revenue		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

																																																																																																																																																										Operating profit		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

																																																																																																																																																												-43		-65		-76		-101		-73		-77		-92		-98

																																																																																																																																																												-50		-54		-53		-61		-53		-47		-53		-67

																																																																																																																																																												1		-23		-26		-32		-29		-31		-38		-32
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P27 BS 費目別

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		3,441		3,362		3,286		3,138		3,253						資本合計 シホン ゴウケイ		5,735		6,167		5,417		5,387		5,999

				その他の金融
・流動資産 タ キンユウ リュウドウ シサン		258		186		190		156		148						その他負債 タ フサイ		2,199		1,965		1,492		1,403		1,476

				棚卸資産 タナオロシシサン		2,355		2,533		2,465		2,357		2,389						有利子負債 ユウ リシ フサイ		1,283		1,289		1,391		1,476		1,530

				売上債権
・その他の債権 ウリアゲ サイケン タ サイケン		1,045		1,158		877		729		905						前受け金 マエウ キン		1,766		1,928		1,758		1,631		1,392

				現金・
現金同等物 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ		3,884		4,110		3,240		3,517		3,702								10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

						10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

																						〇		〇		〇		〇		〇

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				Non-current assets		344.1		336.2		328.6		313.8		325.3						Total equity		573.5		616.7		541.7		538.7		599.9

				Other current financial/current assets		25.8		18.6		19.0		15.6		14.8						Other liabilities		219.9		196.5		149.2		140.3		147.6

				Inventories		235.5		253.3		246.5		235.7		238.9						Interest-bearing debt		128.3		128.9		139.1		147.6		153.0

				Trade & other receivables		104.5		115.8		87.7		72.9		90.5						Advances received		176.6		192.8		175.8		163.1		139.2

				Cash & Cash Equivalents		388.4		411.0		324.0		351.7		370.2								1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

						1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

																						〇		〇		〇		〇		〇







P28 設備投資・棚卸資産

		設備投資 セツビトウシ				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				設備投資 セツビ トウシ		249		287		305		425		400						Capital Expenditures		24.9		28.7		30.5		42.5		40.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		278		341		280		249		270						Depreciation		27.8		34.1		28.0		24.9		27.0

		棚卸資産 タナオロシ シサン				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				映像 エイゾウ		552		642		510		375		452						Imaging Products		55.2		64.2		51.0		37.5		45.2

				精機 セイキ		1,315		1,366		1,468		1,467		1,351						Precision Equipment		131.5		136.6		146.8		146.7		135.1

				ヘルスケア		152		157		178		158		190						Healthcare		15.2		15.7		17.8		15.8		19.0

				コンポーネント				187		79		87		97						Components		0.0		18.7		7.9		8.7		9.7

				産業機器・その他 サンギョウキキ タ		336		181		230		270		299						Industrial Metrology and Others		33.6		18.1		23.0		27.0		29.9

						2,355		2,533		2,465		2,357		2,389								235.5		253.3		246.5		235.7		238.9

														変更なし ヘンコウ





P29 セグ別売上グラフ

										変更なし ヘンコウ

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						Revenue		% Seg		Revenue		% Seg

				映像 エイゾウ		1,502		33%		1,782		33%				Imaging Products		150.2		33%		178.2		33%

				精機 セイキ		1,847		41%		2,112		39%				Precision Equipment		184.7		41%		211.2		39%

				ヘルスケア		628		14%		732		14%				Healthcare		62.8		14%		73.2		14%

				コンポーネント		257		6%		408		8%				Components		25.7		6%		40.8		8%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		275		6%		360		7%				Industrial Metrology and Others		27.5		6%		36.0		7%

						4,512				5,396								451.2				539.6

						4,509		100%		5,394		100%						451		100%		539		100%

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				日本 ニホン				0%				0%				Japan				0%				0%

				米国 ベイコク				0%				0%				United States				0%				0%

				欧州 オウシュウ				0%				0%				Europe				0%				0%

				中国 チュウゴク				0%				0%				China				0%				0%

				その他 タ				0%				0%				Others				0%				0%

						5,396				4,063								5,396				4,063

						0		0%		0		0%						0		0%		0		0%





P30 研究開発費

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ														R&D

						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
(見通し) ミトオ						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
Forecast

				研究開発投資 ケンキュウ カイハツ トウシ		639		622		599		611		640				R&D Expenditures		63.9		62.2		59.9		61.1		64.0

				研究開発投資対
売上収益比率 ケンキュウ カイハツ トウシ タイ ウリアゲ シュウエキ ヒリツ		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%				R&D vs Revenue (%)		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%

				全社売上 ゼンシャ ウリアゲ								5396		6200				Revenue								539.6		620



						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ										22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン										内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ								金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				映像 エイゾウ		152		25%		170		27%						Imaging Products		15.2		25%		17		27%

				精機 セイキ		185		30%		200		31%						Precision Equipment		18.5		30%		20		31%

				ヘルスケア		60		10%		55		9%						Healthcare		6		10%		5.5		9%

				コンポーネント		28		5%		40		6%						Components		2.8		5%		4		6%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		15		2%		25		4%						Industrial Metrology and Others		1.5		2%		2.5		4%

				共用部門 キョウヨウ ブモン		171		28%		150		23%						Corporate
(Undistribued)		17.1		28%		15		23%

						611		100%		640		100%								61.1		100%		64		100%

						611				640										61.1				64.0





P31 CF

						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				営業利益		7		562		826		67		-562		499				Operating Profit		0.7		56.2		82.6		6.7		-56.2		49.9

				営業CF		973		1,250		689		164		49		313				Cash Flows from
operating activities		97.3		125.0		68.9		16.4		4.9		31.3

				投資CF		-406		-348		-253		-212		180		-3				Net cash used 
in investing activities		-40.6		-34.8		-25.3		-21.2		18.0		-0.3

				FCF		566		902		435		-48		229		309				Free cash flow		56.6		90.2		43.5		-4.8		22.9		30.9

				財務CF		155		-199		-215		-727		-49		-261				Net cash used 
in financing activities		15.5		-19.9		-21.5		-72.7		-4.9		-26.1





P32 映像 カテゴリー別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		23/3-Q4

				レンズ交換式デジタルカメラ コウカン シキ		72		59		85		46		57		50		64		35		45		35		58		24		14		24		28		18		22		17		16		15		70

				交換レンズ コウカン		108		94		130		69		89		76		102		50		74		57		95		39		22		39		47		27		39		27		36		25		127

				レンズ一体型デジタルカメラ イッタイガタ		77		62		72		40		43		42		45		30		27		23		23		11		5		7		8		6		7		6		4		2		19

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		257		215		287		155		189		168		211		115		146		115		176		74		41		70		83		51		68		50		56		42

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				DCIL(Digtal Camera-Interchangeable Lens Type)		720		590		850		460		570		500		640		350		450		350		580		240		140		240		280		180		220		170		160		150

				Interchangeable Lens		1,080		940		1,300		690		890		760		1,020		500		740		570		950		390		220		390		470		270		390		270		360		250

				CDSC(Compact Digital Still Camera)		770		620		720		400		430		420		450		300		270		230		230		110		50		70		80		60		70		60		40		20

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		2,570		2,150		2,870		1,550		1,890		1,680		2,110		1,150		1,460		1,150		1,760		740		410		700		830		510		680		500		560		420





P33 精機 事業別台数

																								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3		23/3

																								Actual		Actual		Actual		Actual		Actual		Forecast

																								18/3Actual		19/3Actual		20/3Actual		21/3Actual		22/3Actual		23/3Forecast

						18/3
(実績） ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17						5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17

				7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6						7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6

				10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8						10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8

						67		70		27		29		46		31								67		70		27		29		46		31

				確認 to スライド カクニン								29		46		31						確認 to スライド カクニン								29		46		31



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 セン		12		20		14		10		16		18						i線 セン		12		20		14		10		16		18

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						30		41		45		27		27		47								30		41		45		27		27		47

				確認 to スライド カクニン								27		27		47						確認 to スライド17 カクニン								27		27		47



		ミニステッパー追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						33		47		49		34		35		61								33		47		49		34		35		61



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				確認 to スライド カクニン										35		61						確認 to スライド17 カクニン										35		61



		ミニステッパー+UG追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		13						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12						ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12

						39		52		53		39		38		65								39		52		53		39		38		63



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2						UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2

				UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2						UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2

				確認 to スライド カクニン										38		67						確認 to スライド17 カクニン										38		67







P35 半装 Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9

																																				27								27

																																		確認 to スライド→ カクニン		OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9





(補助ﾃﾞｰﾀ) ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ等

																																																														2022/4/29差替え サシカ

				IR公表台数追加検討　→　ミニステッパー、測検（AMIとOST）、UG コウヒョウ ダイスウ ツイカ ケントウ ソク ケン



				過去販売台数実績 ハンバイ ダイスウ																																																		単位：台 タンイ ダイ				FY22計画 ケイカク

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ミニステッパー		1		1		0		1		3		2		1		1		2		6		1		0		2		1		4		2		2		2		1		7		0		5		0		3		8				ミニステッパー		14		24.0				0.6670731707

				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ																																5		10		7		9		31		13		15		9		15		52				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ		82		54.7		売上収益にはSISおよび号機外を含む ウリアゲ シュウエキ ゴウキ ガイ フク

				Litho Booster																								1						1		1				2				3						1		1		2				Litho Booster		3		32.0

				UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				UG		6		33.8		5.6333333333		16.9

				計 ケイ		2		3		1		3		9		3		1		1		6		11		1		2		3		3		9		9		13		13		11		46		14		22		10		19		65				計 ケイ		105		144.5

				【UG線源別内訳】 セン ゲン ベツ ウチワケ

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ArFDry UG																																																						ArFDry UG		2		6.1

				ArFimm UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				ArFimm UG		4		27.7





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12

																																												35

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12





P34 FPD Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				5/6世代 セダイ		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				7/8世代 セダイ		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1

				10.5世代 セダイ						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3		0		5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46

																																				OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				G5/6		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				G7/8		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1						

				G10.5						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3				5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ・UG)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3



				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

				UG (Dry ArF)		1		2		1		2		1		0		0		4		0		1		1		2		1		1		2		1		1		2		0		0

				UG (ArF Imm)

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1		0		2		0		1		2		4		2		3		2		7		0		2		2		2		0		1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12

																																												38

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12





測検品・LB

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16



AMI・OST	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	5	10	7	9	13	15	9	15	LB	21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	1	2	1	1	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	6	10	9	9	13	15	10	16	
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Financial Results for the year ended March 31, 2022:by Segments

Note: In April 2021, some production subsidiaries related to the Imaging Products Business, Precision Equipment Business, and Components Business were transferred to Industrial Metrology and Others, 
and retroactively applied to the FY2021/3.

Billions of Yen
FY2021/3
Actual (A)

Previous Forecast
(Feb.3) (B)

FY2022/3
Actual (C)

Change
(C)-(A)

Change
(C)-(B)

Revenue 150.2 180.0 178.2 +18.7% -1.0%

Operating profit -36.3 20.0 19.0      +¥55.3B         -¥1.0B

Revenue 184.7 220.0 211.2 +14.3% -4.0%

Operating profit -0.6 25.5 27.7      +¥28.3B        +¥2.2B

Revenue 62.8 73.0 73.2 +16.5% +0.3%

Operating profit -3.0 3.5 4.3        +¥7.3B        +¥0.8B

Revenue 25.7 42.0 40.8 +58.5% -2.7%

Operating profit 0.1 12.5 12.7      +¥12.6B        +¥0.2B

Revenue 27.6 35.0 36.0 +30.6% +3.0%

Operating profit -1.2 1.5 2.9        +¥4.1B        +¥1.4B
Corporate P/L

non-attributable to
any reportable segments

Operating profit -15.0 -16.0 -16.9         -¥1.9B         -¥0.9B

Revenue 451.2 550.0 539.6 +19.6% -1.9%
Operating profit -56.2 47.0 49.9    +¥106.1B        +¥2.9B

Consolidated

Precision Equipment
Business

Healthcare Business

Components Business

Industrial Metrology
and Others

Imaging Products Business


P4 ▲通期実績 連結

														データ入力エリア ニュウリョク



								単位：億円		21年3月期		前回予想		22年3月期		前年比		前回予想比				20年3月期 ネン ガツキ

										実績		（2/3）		実績								実績 ジッセキ

								売上収益		4,512		5,500		5,396		+884		▲104				5,910

								営業利益		▲562		470		499		+1,061		+29				67

								営業利益率		▲12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								税引前利益		▲453		530		570		+1,023		+40				118

								税引前利益率		▲10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								当期利益		▲344		390		426		+770		+36				76

								（親会社の所有者に帰属）								-		-

								当期利益率		▲7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		229		-		309		+80		-				▲48

								年間配当		20円		40円		40円		20円		0円				40円

								為替：USドル		106円		112円		112円		売上収益への予想影響 (億円)						109円

																195		7

								　　ユーロ		124円		130円		131円		営業利益への予想影響 (億円)						121円

																63		3



								Billions of yen		FY2021/3		Previous Forecast		FY2022/3		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				FY2020/3

										Actual (A)		(Feb.3) (B)		Actual (C)								Actual

								Revenue		451.2		550.0		539.6		+88.4		-10.4				591.0

								Operating Profit		-56.2		47.0		49.9		+106.1		+2.9				6.7

								% vs Revenue		-12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								Profit before income taxes 		-45.3		53.0		57.0		+102.3		+4.0				11.8

								% vs Revenue		-10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								Profit attributable to owners of the parent		-34.4		39.0		42.6		+77.0		+3.6				7.6

								% vs Revenue		-7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		22.9		-		30.9		+8.0		-				-4.8

								Annual Dividends		¥20		¥40		¥40		+¥20		±0				¥40

								Exchange Rate:
US$		¥106		¥112		¥112		Impact on revenue						¥109

																+19.5		+0.7

								EURO		¥124		¥130		¥131		Impact on operating profit						¥121

																+6.3		+0.3



																1.3%



データ反映エリア

データ入力エリア

データ反映エリア

データ入力エリア



P5 通期実績 セグ別

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

												単位：億円		21年3月期
実績		前回予想
（2/3）		22年3月期
実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン								Billions of Yen		FY2021/3
Actual (A)		Previous Forecast
(Feb.3) (B)		FY2022/3
Actual (C)		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		+18.7%		▲1.0%				280		▲18						Imaging Products Business		Revenue		150.2		180.0		178.2		+18.7%		-1.0%				28.0		▲1.8

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		+553億円		▲10億円				553		▲10								Operating profit		-36.3		20.0		19.0		+¥55.3B		-¥1.0B				55.3		▲1.0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		+14.3%		▲4.0%				265		▲88						Precision Equipment Business		Revenue		184.7		220.0		211.2		+14.3%		-4.0%				26.5		▲8.8

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		+283億円		+22億円				283		22								Operating profit		-0.6		25.5		27.7		+¥28.3B		+¥2.2B				28.3		2.2

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		+16.5%		+0.3%				104		2						Healthcare Business		Revenue		62.8		73.0		73.2		+16.5%		+0.3%				10.4		0.2

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		+73億円		+8億円				73		8								Operating profit		-3.0		3.5		4.3		+¥7.3B		+¥0.8B				7.3		0.8

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		+58.5%		▲2.7%				151		▲12						Components Business		Revenue		25.7		42.0		40.8		+58.5%		-2.7%				15.1		▲1.2

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		+126億円		+2億円				126		2								Operating profit		0.1		12.5		12.7		+¥12.6B		+¥0.2B				12.6		0.2

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		+30.6%		+3.0%				84		10						Industrial Metrology
and Others		Revenue		27.6		35.0		36.0		+30.6%		+3.0%				8.4		1.0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		+41億円		+14億円				41		14								Operating profit		-1.2		1.5		2.9		+¥4.1B		+¥1.4B				4.1		1.4

				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ				各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲150		▲160		▲169		▲19億円		▲9億円				▲19		▲9						Corporate P/L 
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-15.0		-16.0		-16.9		-¥1.9B		-¥0.9B				▲1.9		▲0.9

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		+19.6%		▲1.9%				884		▲104						Consolidated		Revenue		451.2		550.0		539.6		+19.6%		-1.9%				88.4		▲10.4

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		499		+1,061億円		+29億円				1,061		29								Operating profit		-56.2		47.0		49.9		+¥106.1B		+¥2.9B				106.1		2.9



																																																				

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

										単位：億円				21年3月期実績		前回予想
（2/3）		22年3月期実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン																						前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		18.7%		▲1.0%				280		▲18																						0		0

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		553億円		▲10億円				553		▲10																						0		0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		14.3%		▲4.0%				265		▲88																						0		0

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		283億円		22億円				283		22																						0		0

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		16.5%		0.3%				104		2																						0		0

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		73億円		8億円				73		8																						0		0

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		58.5%		▲2.7%				151		▲12																						0		0

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		126億円		2億円				126		2																						0		0

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		30.6%		3.0%				84		10																						0		0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		41億円		14億円				41		14																						0		0

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				各セグメントに配賦		営業利益		▲150		▲160		▲289		▲19億円		▲9億円				▲139		▲129																						0		0

				本社管理部門						されない全社損益		本社管理部門

				事業開発部門								事業開発部門

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		19.6%		▲1.9%				884		▲104																						0		0

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		500		1,061億円		29億円				1,062		30																						0		0





P6 ■通期実績 映像

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,502		1,800		1,782				280		-18				Revenue		150.2		180.0		178.2				28.0		-1.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		(363)		200		190				553		-10				Operating profit		-36.3		20.0		19.0				55.3		-1.0

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ												FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Forecast
(May.12)



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		552		520		512				-40		-8				Market Scale		5,520		5,200		5,120				-5,008		-4,688

				　ニコン		84		70		70				-14		0				Nikon		840		700		700				-770		-630

				交換レンズ（万本）																Interchangeable Lens (units:1,000)

				　市場規模		911		920		939				28		19				Market Scale		9,110		9,200		9,390				-8,171		-8,261

				　ニコン		135		130		127				-8		-3				Nikon		1,350		1,300		1,270				-1,223		-1,173

				コンパクトデジタルカメラ（万台）																Compact DSC (units:1,000)

				　市場規模		343		285		272				-71		-13				Market Scale		3,430		2,850		2,720				-3,158		-2,578

				　ニコン		26		20		19				-7		-1				Nikon		260		200		190				-241		-181





P7 通期実績 精機

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ								FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,847		2,200		2,112				265		-88						Revenue		184.7		220.0		211.2				1,927		1,892

				営業利益 エイギョウ リエキ		-6		255		277				283		22						Operating profit		-0.6		25.5		27.7				278		252



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual



				FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		16/11		12/20		9/18				-7/7		-3/-2						Nikon		16/11		12/20		11/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		11				-7		-3

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2





						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新① シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		なし		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 1月時点の見込み
確認必要		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新② シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		UG		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		(CY20/21)																		(CY20/21)

		なし		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

				UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









		新③ シン				21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		 市場規模　(CY20/21) シジョウ キボ		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

		なし		半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ																														



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8				1		0

				UG		5		3		3				-2		0						UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2

				測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0						測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0









P8-10 通期実績 セグ別(映・精以外)

				ヘルスケア																ヘルスケア

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		628		730		732				104		2				Revenue		62.8		73.0		73.2				10.4		0.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		-30		35		43				73		8				Operating profit		-3.0		3.5		4.3				7.3		0.8

				コンポーネント																コンポーネント

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		257		420		408				151		-12				Revenue		25.7		42.0		40.8				15.1		-1.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		125		127				126		2				Operating profit		0.1		12.5		12.7				12.6		0.2

																																

																																

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ																産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																																

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		276		350		360				84		10				Revenue		27.6		35.0		36.0				8.4		1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		-12		15		29				41		14				Operating profit		-1.2		1.5		2.9				4.1		1.4





P13 ▲FY23通期 連結

						単位：億円		22年3月期
実績		23年3月期
見通し		前年比

						売上収益		5,396		6,200		+804

						営業利益		499		500		+1

						営業利益率		9.3%		8.1%

						税引前利益		570		520		▲50

						税引前利益率		10.6%		8.4%

						当期利益		426		380		▲46

						（親会社の所有者に帰属）		0

						当期利益率		7.9%		6.1%

						EPS		116.21円		103.54円		▲12.67円

						年間配当		40円		40円		ー

						為替：USドル		112円		120円		売上収益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+164

						　　ユーロ		131円		130円		営業利益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+32



						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

						Revenue		539.6		620.0		+80.4

						Operating Profit		49.9		50.0		+0.1								115.56

						% vs Revenue		9.3%		8.1%										103.54

						Profit before income taxes 		57.0		52.0		-5.0								-12.02

						% vs Revenue		10.6%		8.4%

						Profit attributable to 
owners of the parent		42.6		38.0		-4.6

						% vs Revenue		7.9%		6.1%

						EPS		¥116.21		¥103.54		-¥12.67

						Annual Dividends		¥40		¥40		±0

						Exchange Rate:
US$		¥112		¥120		Impact on revenue

								¥112		Impact on revenue		+16.4

						EURO		¥131		¥130		Impact on operating profit

								¥131		Impact on operating profit		+3.2







P15 ■FY23通期 新セグ別

								新セグ：シート「P23 ■セグ別 半期別 (FY21_22)」より シン

								↓

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓				↓

								積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ														単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比				前年差異 ゼンネン サイ						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,100				0		2,100				映像事業売上収益		映像事業		178233938396				映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%				318				Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		220				0		220				映像事業営業利益		映像事業								営業利益		190		220		+30億円				30						Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,400				0		2,400				精機事業売上収益		精機事業		211215808127				精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%				288				Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		350				0		350				精機事業営業利益		精機事業								営業利益		394		350		▲44億円				▲44						Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		800				0		800				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		73242937726				ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%				68				Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		60				0		60				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業								営業利益		43		60		+17億円				17						Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		530				0		530				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		40868991737				コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%				122				Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		170				0		170				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業								営業利益		127		170		+43億円				43						Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		370				0		370				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他		36050015883				産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%				10				Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		40				0		40				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他								営業利益		29		40		+11億円				11						Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

		全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャソンエキ		営業利益		(340)				0		(340)				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ						各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲285		▲340		▲55億円				▲55				Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.5		-34.0		-¥5.5B

		内、成長投資関連費用				内、成長投資関連費用		(220)				0		(220)				内、成長投資関連費用										内、成長投資関連費用		▲218		▲220		▲2億円				▲2						Growth Investment Related Cost		-21.8		-22.0		-¥0.2B

		内、共用部門費用				内、共用部門費用		(130)				0		(130)				内、共用部門費用										内、共用部門費用		▲80		▲130		▲50億円				▲50						Corporate expense		-8.0		-13.0		-¥5.0B

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		6,200				0		6,200				連結売上収益		連結		539611691869				連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%				804				Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

		連結営業利益		連結		営業利益		500				0		500				連結営業利益		連結								営業利益		499		500		+1億円				1						Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B



								6,200		0				6,200

								500		0				500																																▲29.8		▲35.0		▲5.2

																												単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比										Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

																										映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%								Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

																												営業利益		190		220		+30億円										Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

																										精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%								Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

																												営業利益		394		350		▲44億円										Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

																										ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%								Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

																												営業利益		43		60		+17億円										Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

																										コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%								Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

																												営業利益		127		170		+43億円										Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

																										産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%								Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

																												営業利益		29		40		+11億円										Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

																										各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲285		▲340		▲55億円								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.5		-34.0		-¥5.5B

																										連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%								Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

																												営業利益		499		500		+1億円										Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B





P16 ▲通期実績 映像 (FY22 新ｾｸﾞ)

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782		2,100				318				Revenue		178.2		210.0				31.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		190		220				30				Operating profit		19.0		22.0				3.0

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）								前年
差異 ゼンネン サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)								前年
差異 ゼンネン サイ

				　市場規模		512		510				-2				Market Scale		5,120		5,100				-20

				　ニコン		70		70				0				Nikon		700		700				0

				交換レンズ（万本）												Interchangeable Lens (units:1,000)								

				　市場規模		939		940				1				Market Scale		9,390		9,400				10

				　ニコン		127		125				-2				Nikon		1,270		1,250				-20

				コンパクトデジタルカメラ（万台）												Compact DSC (units:1,000)								

				　市場規模		272		220				-52				Market Scale		2,720		2,200				-520

				　ニコン		19		10				-9				Nikon		190		100				-90





P17 ▲通期実績 精機 (FY22 新ｾｸﾞ)

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

						売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,112		2,400				288				Revenue		211.2		240.0				29

						営業利益 エイギョウ リエキ		394		350				-44				Operating profit		39.4		35.0				-4



								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		従来 ジュウライ

						FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ

						　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15

						半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)								

						　市場規模 		370		440				70				Market Scale		370		440				70

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		9/18		25/22				16/4				Nikon		9/18		25/22				16/4

																										

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		ミニステッパー		半装 ハンソウ		新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4





								22年3月期
(実績)		23年3月期
(見通し)										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新① シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25												Market Scale		　市場規模		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		なし				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

						　市場規模 		390		460				70				Market Scale		390		460				70												Market Scale		　市場規模 		390		460				ERROR:#VALUE!		70

						(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

						　ニコン		17/18		39/22				22/4				Nikon		17/18		39/22				22/4												Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4



																																																		

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4



				前提データ ゼンテイ		前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70				前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70

						ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0				ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0

						ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6				ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6







								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新② シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												(CY20/21)

		UG				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン																																				(CY20/21)

		なし																																				Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4

								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

						UG		3		6				3				UG		3		6				3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4









		新③ シン						22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Nikon		0/中古		17/18		39/22				ERROR:#VALUE!		16/4

		あり				半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ												Semiconductor Metrology/Inspection Systems　(New, units)																																

						　ニコン		52		82								Nikon		52		82



								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		新品		9		25				ERROR:#VALUE!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ミニステッパー		8		14				ERROR:#VALUE!		6

						UG		3		6				3				UG		3		6				3												UG		UG		3		6				ERROR:#VALUE!		3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		中古		18		22				ERROR:#VALUE!		4

						測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30				測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30												測検：AMI＋OST ソクケン		測検：AMI＋OST		52		82				ERROR:#VALUE!		30









P18-20 通期実績 映・精以外 (FY22 新ｾｸﾞ)

				ヘルスケア												ヘルスケア

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		732		800				68				Revenue		73.2		80.0				6.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		43		60				17				Operating profit		4.3		6.0				1.7

				コンポーネント												コンポーネント

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		408		530				122				Revenue		40.8		53.0				12.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		127		170				43				Operating profit		12.7		17.0				4.3

																								

																								

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ												産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																								

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		360		370				10				Revenue		36.0		37.0				1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		29		40				11				Operating profit		2.9		4.0				1.1





P23 セグ別 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		▲17.1		▲36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		217		60		277		130		220		350								Operating profit		48.0		▲0.6		21.7		6.0		27.7		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		▲2.4		▲3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components Business		Revenue		ー		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		ー		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		▲1.2		▲1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲50		▲119		▲169		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲23.6		▲15.0		▲5.0		▲11.9		▲16.9		▲15.0		▲19.0		▲34.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		▲56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

										5,908		4,510		2,727		2,667		5,394		2,950		3,250		6,200

										67		▲560		319		178		497		230		270		500

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen 		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products
Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		-17.1		-36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment
 Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		274		120		394		130		220		350								Operating profit		48.0		-0.6		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare
Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		-2.4		-3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components 
Business		Revenue		-		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		-		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology 
and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		-1.2		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦
されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲108		▲177		▲285		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-23.6		-15.0		-10.8		-17.7		-28.5		-15.0		-19.0		-34.0

								内、成長投資関連費用						▲104		▲114		▲218		▲100		▲120		▲220								Business reinforcement cost 						-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

								内、共用部門費用						▲22		▲58		▲80		▲60		▲70		▲130								Corporate expense						-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0





DIVA累計値
入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー
今期実績公表値)

決算発表済公表値

決算発表済公表値



P22 ▲連結 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 		20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期								Billions of Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

								通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期						Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200				Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

						営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500				Operating Profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

						営業利益率		1.1%		▲12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%				% vs Revenue		1.1%		-12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%

						税引前利益		118		▲453		160		410		570		240		280		520				Profit before income taxes 		11.8		-45.3		16.0		41.0		57.0		24.0		28.0		52.0

						税引前利益率		2.0%		▲10.0%		6.0%		15.4%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%				% vs Revenue		2.0%		-10.0%		5.9%		15.4%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%

						当期利益		76		▲344		120		306		426		170		210		380				Profit attributable to 
owners of the parent		7.6		-34.4		12.0		30.6		42.6		17.0		21.0		38.0

						（親会社の所有者に帰属）								ー

						当期利益率		1.3%		▲7.6％		4.5%		11.5%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%				% vs Revenue		1.3%		-7.6%		4.4%		11.5%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%

						EPS		19.93円		▲93.96円		116.21円						103.54								EPS		¥19.93		¥-93.96		¥116.21						¥103.54

						年間配当		40円		20円		40円						40円								Annual Dividends		¥40		¥20		¥40						¥40

						ROE		1.3%		▲6.4%		7.5%						6.5%								ROE		1.3%		-6.4%		7.5%						6.5%

						FCF		▲48		229		309						-								FCF		-4.8		22.9		30.9						-

						為替：USドル		109円		106円		109円		115円		112円		120円								Exchange Rate: US$		¥109		¥106		¥109		¥115		¥112		¥120

						　　ユーロ		121円		124円		131円		130円		131円		130円								EURO		¥121		¥124		¥131		¥130		¥131		¥130







P24 ■セグ別 新セグQ別 (FY21)

																										44665

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ								反映 ハンエイ				通期公表案ー3Q累計 ツウキ コウヒョウ アン ルイケイ				通期公表案 ツウキ コウヒョウアン		入力 ニュウリョク								参考 サンコウ								計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓		↓		↓								↓				↓				↓		↓																↓																		複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																																										複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																												単年　FY2021 タンネン																単年　FY2021 タンネン

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ				FY2022				積上げ ツミア										補正値 ホセイチ								自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス								開示 カイジ										検算 ケンザン								単位：億円　 				22年3月期								23年3月期										22年3月期 ネン ガツ キ		23年3月期 ネン ガツ キ																		Billions of  Yen　 				FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期												Billions of  Yen　 				FY2022/3

																						Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				0		1,782				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		559.7		440.3		664.8		435.2		2,100		1								0		(0)		(1)		1		560		440		664		436		2,100		2,100		1,000		1,100				映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				0		190				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		84.0		46.0		86.7		3.3		220										0		0		(1)		1		84		46		86		4		220		220		130		90						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																		Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				0		2,112				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		534.9		615.1		762.7		487.3		2,400		(4)		5						(5)		5		(1)		1		530		620		762		488		2,400		2,400		1,150		1,250				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		277				0		277				精機事業		営業利益		97.0		33.0		145.6		74.4		350										0		0		(1)		1		97		33		145		75		350		350		130		220						営業利益		106		111		31		29		97		33		145		75				277		350																				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		9.7		3.3		14.5		7.5				27.7		35.0						営業利益		106		111		31		29		277		旧セグ キュウ				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		27.7		旧セグ キュウ

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		732				0		732				ヘルスケア事業		売上収益		181.0		199.0		195.4		224.6		800				1						(1)		1		(0)		0		180		200		195		225		800		800		380		420				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43				ヘルスケア事業		営業利益		7.0		23.0		11.7		18.3		60										0		0		(1)		1		7		23		11		19		60		60		30		30						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		408				0		408				コンポーネント事業		売上収益		130.7		129.3		120.4		149.6		530				1						(1)		1		(0)		0		130		130		120		150		530		530		260		270				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		127				0		127				コンポーネント事業		営業利益		41.0		39.0		48.3		41.7		170										0		0		(0)		0		41		39		48		42		170		170		80		90						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				0		360				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		88.5		71.5		102.3		107.7		370		(8)		9						(9)		9		(0)		0		80		80		102		108		370		370		160		210				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

		産業売上		産業売上 サンギョウ ウリアゲ														産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		5.0		5.0		14.6		15.4		40										0		0		(1)		1		5		5		14		16		40		40		10		30				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲73		▲77		▲92		▲98				▲169		▲340		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲1.5		▲3.5		▲4.8		▲7.1		▲7.3		▲7.7		▲9.2		▲9.8				▲16.9		▲34.0				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲169		旧セグ キュウ		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-1.5		-3.5		-4.8		-7.1		-16.9		旧セグ キュウ

		産業営業利益産業分		産業営業利益 エイギョウリエキ														産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

		全社損益売上収益		全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

		全社損益営業利益		全社損益		営業利益		(169)				0		(169)				全社損益		営業利益		-73.0		-104.0		-92.0		-98.0		(367)				27						0		27		0		0		(73)		(77)		(92)		(98)		(340)		(340)		(150)		(190)

						売上収益								0						内、成長投資関連費用		-53.0		-54.0		-53.0		-56.0		(216)				7						0		7		0		(11)		-53		-47		-53		-67		-220		(220)		(100)		(120)				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		5,394				検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		539

						営業利益								0						内、共用部門費用		-29.0		-31.0		-38.0		-42.0		(140)								-10		0		0		0		10		-29		-31		-38		-32		-130		(130)		(60)		(70)						営業利益		198		121		149		29		161		69		212		58				497		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		198		121		149		29		497						営業利益		20		12		15		3		50

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		5,396				0		5,396				連結 レンケツ		売上収益		1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200				1						(1)		1		(1)		1		1,494		1,456		1,845		1,405		6,200		6,200		2,950		3,250

		連結営業利益		連結		営業利益		499				0		499				連結		営業利益		161.0		42.0		215.0		57.6		500				27						0		27		(1)		(2)		161		69		214		56		500		500		230		270				単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		次世代プロジェクト ジセダイ		27		30		27		33

						税前利益 ゼイマエ リエキ		570				0		570

						当期利益 トウキ リエキ		426				0		426								1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200																		1,480		1,470		1,843		1,407		6,200		6,200		2,950		3,250				上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ																																										上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ

																						161.0		42.0		215.0		55.0		473																		161		69		212		58		500		500		230		270

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ								通期 ツウキ																																												 		単位：億円 オクエン		22年3月期 キ								23年3月期										22年
3月期 ネン ガツ キ		23年
3月期 ネン ガツ キ																				Billions of Yen		FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期														Billions of  Yen　 		FY2022/3

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ				為替 カワセ		US$		120																																																Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				(0)		1,782						€		130																																												映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				(0)		190																																																						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220																				Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				(0)		2,112																																																				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

				精機事業		営業利益		398				(0)		398																																																						営業利益		133		141		58		62		97		33		145		75				394		350		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグ
		←		FY21は通期合計貼り付けから、Q4差引。FY22はQ別を累計。 ツウキ ゴウケイ ハ ツ サシヒキ ベツ ルイケイ														Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		9.7		3.3		14.5		7.5				39.4		35.0						営業利益		133		141		58		62		394		新セグ シン				Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		39.4		新セグ シン

				ヘルスケア事業		売上収益		732				(0)		732																																																				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

				ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43																																																						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

				コンポーネント事業		売上収益		409				(1)		408																																																				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

				コンポーネント事業		営業利益		127				0		127																																																						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				(0)		360																																																				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

				産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン		308				(0)		308																																																						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0 		-0.6 		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29																																																						営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲73		▲77		▲92		▲98				▲285		▲340																				Operating profit		-4.3 		-6.5 		-7.6 		-10.1 		-7.3 		-7.7 		-9.2 		-9.8 				-28.5 		-34.0 				各セグメントに配賦		営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲285		新セグ シン		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-28.5		新セグ シン

				産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン		12				(1)		11																																												全社費用 A ゼンシャヒヨウ								各セグメントに
配賦されない全社損益		内、成長投資関連費用 セイチョウトウシ カンレン ヒヨウ		▲50		▲54		▲53		▲61		▲53		▲47		▲53		▲67				▲218		▲220																				Business Reinforcement Cost		-5.0 		-5.4 		-5.3 		-6.1 		-5.3 		-4.7 		-5.3 		-6.7 				-21.8 		-22.0 				されない全社損益		内、成長投資関連費用		▲50		▲54		▲53		▲61		▲218		全社費用 A ゼンシャヒヨウ				Growth investment
related expense		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-21.8		全社費用 A ゼンシャヒヨウ

				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0																																												全社費用 B ゼンシャヒヨウ										内、共用部門費用		1		▲23		▲26		▲32		▲29		▲31		▲38		▲32				▲80		▲130																				Corporate Expense		0.1		-2.3 		-2.6 		-3.2 		-2.9 		-3.1 		-3.8 		-3.2 				-8.0 		-13.0 						内、共用部門費用		1		▲23		▲26		▲32		▲80		全社費用 B ゼンシャヒヨウ				Corporate expense		0.1		-2.3		-2.6		-3.2		-8.0		全社費用 B ゼンシャヒヨウ

				全社損益		営業利益		(289)				0		(289)																																																				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

						内、成長投資関連費用								0																																																						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

						内、共用部門費用								0

				連結 レンケツ		売上収益		5,396				(0)		5,396																																																				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検算 ケンザン		売上収益		132.0		140.7		133.5		133.2		539.4

				連結		営業利益		500				(0)		500																																																						営業利益		197		121		148		32		161		69		212		58				498		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		197		121		148		32		498						営業利益		19.7		12.1		14.8		3.2		49.8



																																																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク

																																																																												-113.4		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)																		次世代 (to全社損益) ジセダイ ゼンシャ ソンエキ				-25.0		-27.2		-29.6		-31.6		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)

								5,396						5,394

								498						498



																																																																																																																																																										Billions of  Yen　 		FY2022/3						FY2023/3

																																																																																																																																																												1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

																																																																																																																																																								Imaging Products Business		Revenue		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

																																																																																																																																																										Operating profit		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

																																																																																																																																																								Precision Equipment Business		Revenue		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

																																																																																																																																																										Operating profit		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

																																																																																																																																																								Healthcare Business		Revenue		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

																																																																																																																																																										Operating profit		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

																																																																																																																																																								Components Business		Revenue		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

																																																																																																																																																										Operating profit		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

																																																																																																																																																								Industrial Metrology and Others		Revenue		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

																																																																																																																																																										Operating profit		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

																																																																																																																																																								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-108.0		-177.0		-285.0		-150.0		-190.0		-340.0

																																																																																																																																																										Growth investment
related expense		-104.0		-114.0		-218.0		-100.0		-120.0		-220.0

																																																																																																																																																										Corporate expense		-22.0		-58.0		-80.0		-60.0		-70.0		-130.0

																																																																																																																																																								Consolidated		Revenue		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

																																																																																																																																																										Operating profit		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

																																																																																																																																																												-43		-65		-76		-101		-73		-77		-92		-98

																																																																																																																																																												-50		-54		-53		-61		-53		-47		-53		-67

																																																																																																																																																												1		-23		-26		-32		-29		-31		-38		-32
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P27 BS 費目別

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		3,441		3,362		3,286		3,138		3,253						資本合計 シホン ゴウケイ		5,735		6,167		5,417		5,387		5,999

				その他の金融
・流動資産 タ キンユウ リュウドウ シサン		258		186		190		156		148						その他負債 タ フサイ		2,199		1,965		1,492		1,403		1,476

				棚卸資産 タナオロシシサン		2,355		2,533		2,465		2,357		2,389						有利子負債 ユウ リシ フサイ		1,283		1,289		1,391		1,476		1,530

				売上債権
・その他の債権 ウリアゲ サイケン タ サイケン		1,045		1,158		877		729		905						前受け金 マエウ キン		1,766		1,928		1,758		1,631		1,392

				現金・
現金同等物 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ		3,884		4,110		3,240		3,517		3,702								10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

						10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

																						〇		〇		〇		〇		〇

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				Non-current assets		344.1		336.2		328.6		313.8		325.3						Total equity		573.5		616.7		541.7		538.7		599.9

				Other current financial/current assets		25.8		18.6		19.0		15.6		14.8						Other liabilities		219.9		196.5		149.2		140.3		147.6

				Inventories		235.5		253.3		246.5		235.7		238.9						Interest-bearing debt		128.3		128.9		139.1		147.6		153.0

				Trade & other receivables		104.5		115.8		87.7		72.9		90.5						Advances received		176.6		192.8		175.8		163.1		139.2

				Cash & Cash Equivalents		388.4		411.0		324.0		351.7		370.2								1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

						1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

																						〇		〇		〇		〇		〇







P28 設備投資・棚卸資産

		設備投資 セツビトウシ				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				設備投資 セツビ トウシ		249		287		305		425		400						Capital Expenditures		24.9		28.7		30.5		42.5		40.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		278		341		280		249		270						Depreciation		27.8		34.1		28.0		24.9		27.0

		棚卸資産 タナオロシ シサン				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				映像 エイゾウ		552		642		510		375		452						Imaging Products		55.2		64.2		51.0		37.5		45.2

				精機 セイキ		1,315		1,366		1,468		1,467		1,351						Precision Equipment		131.5		136.6		146.8		146.7		135.1

				ヘルスケア		152		157		178		158		190						Healthcare		15.2		15.7		17.8		15.8		19.0

				コンポーネント				187		79		87		97						Components		0.0		18.7		7.9		8.7		9.7

				産業機器・その他 サンギョウキキ タ		336		181		230		270		299						Industrial Metrology and Others		33.6		18.1		23.0		27.0		29.9

						2,355		2,533		2,465		2,357		2,389								235.5		253.3		246.5		235.7		238.9

														変更なし ヘンコウ





P29 セグ別売上グラフ

										変更なし ヘンコウ

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						Revenue		% Seg		Revenue		% Seg

				映像 エイゾウ		1,502		33%		1,782		33%				Imaging Products		150.2		33%		178.2		33%

				精機 セイキ		1,847		41%		2,112		39%				Precision Equipment		184.7		41%		211.2		39%

				ヘルスケア		628		14%		732		14%				Healthcare		62.8		14%		73.2		14%

				コンポーネント		257		6%		408		8%				Components		25.7		6%		40.8		8%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		275		6%		360		7%				Industrial Metrology and Others		27.5		6%		36.0		7%

						4,512				5,396								451.2				539.6

						4,509		100%		5,394		100%						451		100%		539		100%

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				日本 ニホン				0%				0%				Japan				0%				0%

				米国 ベイコク				0%				0%				United States				0%				0%

				欧州 オウシュウ				0%				0%				Europe				0%				0%

				中国 チュウゴク				0%				0%				China				0%				0%

				その他 タ				0%				0%				Others				0%				0%

						5,396				4,063								5,396				4,063

						0		0%		0		0%						0		0%		0		0%





P30 研究開発費

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ														R&D

						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
(見通し) ミトオ						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
Forecast

				研究開発投資 ケンキュウ カイハツ トウシ		639		622		599		611		640				R&D Expenditures		63.9		62.2		59.9		61.1		64.0

				研究開発投資対
売上収益比率 ケンキュウ カイハツ トウシ タイ ウリアゲ シュウエキ ヒリツ		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%				R&D vs Revenue (%)		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%

				全社売上 ゼンシャ ウリアゲ								5396		6200				Revenue								539.6		620



						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ										22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン										内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ								金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				映像 エイゾウ		152		25%		170		27%						Imaging Products		15.2		25%		17		27%

				精機 セイキ		185		30%		200		31%						Precision Equipment		18.5		30%		20		31%

				ヘルスケア		60		10%		55		9%						Healthcare		6		10%		5.5		9%

				コンポーネント		28		5%		40		6%						Components		2.8		5%		4		6%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		15		2%		25		4%						Industrial Metrology and Others		1.5		2%		2.5		4%

				共用部門 キョウヨウ ブモン		171		28%		150		23%						Corporate
(Undistribued)		17.1		28%		15		23%

						611		100%		640		100%								61.1		100%		64		100%

						611				640										61.1				64.0





P31 CF

						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				営業利益		7		562		826		67		-562		499				Operating Profit		0.7		56.2		82.6		6.7		-56.2		49.9

				営業CF		973		1,250		689		164		49		313				Cash Flows from
operating activities		97.3		125.0		68.9		16.4		4.9		31.3

				投資CF		-406		-348		-253		-212		180		-3				Net cash used 
in investing activities		-40.6		-34.8		-25.3		-21.2		18.0		-0.3

				FCF		566		902		435		-48		229		309				Free cash flow		56.6		90.2		43.5		-4.8		22.9		30.9

				財務CF		155		-199		-215		-727		-49		-261				Net cash used 
in financing activities		15.5		-19.9		-21.5		-72.7		-4.9		-26.1





P32 映像 カテゴリー別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		23/3-Q4

				レンズ交換式デジタルカメラ コウカン シキ		72		59		85		46		57		50		64		35		45		35		58		24		14		24		28		18		22		17		16		15		70

				交換レンズ コウカン		108		94		130		69		89		76		102		50		74		57		95		39		22		39		47		27		39		27		36		25		127

				レンズ一体型デジタルカメラ イッタイガタ		77		62		72		40		43		42		45		30		27		23		23		11		5		7		8		6		7		6		4		2		19

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		257		215		287		155		189		168		211		115		146		115		176		74		41		70		83		51		68		50		56		42

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				DCIL(Digtal Camera-Interchangeable Lens Type)		720		590		850		460		570		500		640		350		450		350		580		240		140		240		280		180		220		170		160		150

				Interchangeable Lens		1,080		940		1,300		690		890		760		1,020		500		740		570		950		390		220		390		470		270		390		270		360		250

				CDSC(Compact Digital Still Camera)		770		620		720		400		430		420		450		300		270		230		230		110		50		70		80		60		70		60		40		20

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		2,570		2,150		2,870		1,550		1,890		1,680		2,110		1,150		1,460		1,150		1,760		740		410		700		830		510		680		500		560		420





P33 精機 事業別台数

																								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3		23/3

																								Actual		Actual		Actual		Actual		Actual		Forecast

																								18/3Actual		19/3Actual		20/3Actual		21/3Actual		22/3Actual		23/3Forecast

						18/3
(実績） ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17						5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17

				7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6						7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6

				10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8						10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8

						67		70		27		29		46		31								67		70		27		29		46		31

				確認 to スライド カクニン								29		46		31						確認 to スライド カクニン								29		46		31



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 セン		12		20		14		10		16		18						i線 セン		12		20		14		10		16		18

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						30		41		45		27		27		47								30		41		45		27		27		47

				確認 to スライド カクニン								27		27		47						確認 to スライド17 カクニン								27		27		47



		ミニステッパー追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						33		47		49		34		35		61								33		47		49		34		35		61



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				確認 to スライド カクニン										35		61						確認 to スライド17 カクニン										35		61



		ミニステッパー+UG追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		13						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12						ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12

						39		52		53		39		38		65								39		52		53		39		38		63



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2						UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2

				UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2						UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2

				確認 to スライド カクニン										38		67						確認 to スライド17 カクニン										38		67







P35 半装 Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9

																																				27								27

																																		確認 to スライド→ カクニン		OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9





(補助ﾃﾞｰﾀ) ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ等

																																																														2022/4/29差替え サシカ

				IR公表台数追加検討　→　ミニステッパー、測検（AMIとOST）、UG コウヒョウ ダイスウ ツイカ ケントウ ソク ケン



				過去販売台数実績 ハンバイ ダイスウ																																																		単位：台 タンイ ダイ				FY22計画 ケイカク

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ミニステッパー		1		1		0		1		3		2		1		1		2		6		1		0		2		1		4		2		2		2		1		7		0		5		0		3		8				ミニステッパー		14		24.0				0.6670731707

				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ																																5		10		7		9		31		13		15		9		15		52				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ		82		54.7		売上収益にはSISおよび号機外を含む ウリアゲ シュウエキ ゴウキ ガイ フク

				Litho Booster																								1						1		1				2				3						1		1		2				Litho Booster		3		32.0

				UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				UG		6		33.8		5.6333333333		16.9

				計 ケイ		2		3		1		3		9		3		1		1		6		11		1		2		3		3		9		9		13		13		11		46		14		22		10		19		65				計 ケイ		105		144.5

				【UG線源別内訳】 セン ゲン ベツ ウチワケ

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ArFDry UG																																																						ArFDry UG		2		6.1

				ArFimm UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				ArFimm UG		4		27.7





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12

																																												35

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12





P34 FPD Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				5/6世代 セダイ		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				7/8世代 セダイ		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1

				10.5世代 セダイ						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3		0		5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46

																																				OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				G5/6		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				G7/8		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1						

				G10.5						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3				5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ・UG)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3



				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

				UG (Dry ArF)		1		2		1		2		1		0		0		4		0		1		1		2		1		1		2		1		1		2		0		0

				UG (ArF Imm)

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1		0		2		0		1		2		4		2		3		2		7		0		2		2		2		0		1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12

																																												38

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12





測検品・LB

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16



AMI・OST	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	5	10	7	9	13	15	9	15	LB	21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	1	2	1	1	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	6	10	9	9	13	15	10	16	
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Results for the year ended March 31, 2022:
Imaging Products Business

Revenue Operating Profit

Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)
Market Scale 5,520 5,200 5,120
Nikon 840 700 700

Interchangeable Lens（units:1,000）
Market Scale 9,110 9,200 9,390
Nikon 1,350 1,300 1,270

Digital camera with integrated lens (units:1,000)
Market Scale 3,430 2,850 2,720
Nikon 260 200 190

• Revenue: Up ¥28.0B YoY
Down ¥1.8B vs. previous forecast

⁃ Market weak on shortages in semiconductors and other parts.
⁃ Sales volumes down in DCIL (mainly DSLR) on parts procurement 

restrictions.
⁃ Grew mirrorless sales to pro/hobbyists. Flagship model Z 9 and 

interchangeable lenses enjoyed strong reviews and sold well.
⁃ Revenue up 19% YoY on foreign exchange impact and increased 

ASP driven by the shift to models for pro/hobbyists.

• Operating Profit: Up ¥55.3B YoY
Down ¥1.0B vs. previous forecast

⁃ Completed executing main restructuring efforts.
⁃ OP margin reached double digits on restructuring effects and 

increased ASP.
⁃ Operating profit up substantially YoY by disappearing ¥23.7B of 

one-time costs such as impairment losses of fixed assets and 
disposal and write-down of inventory of previous year.

150.2
180.0 178.2

-36.3 

20.0 19.0 

-100

0

100

200

300

FY21/3
Actual

FY22/3
Forecast
(Feb.3)

FY22/3
Actual

¥300B

Note: In April 2021, some production subsidiaries related to the Imaging Products Business, Precision Equipment Business, and Components Business were transferred to Industrial Metrology and Others, 
and retroactively applied to the FY2021/3.
Digital camera with integrated lens : A camera equipped with uncatchable lens and do not have the function to replace lenses. (Eligible products of Nikon: COOLPIX P1000, P950, etc.)
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Results for the year ended March 31, 2022:
Precision Equipment Business

Revenue Operating Profit

FPD Lithography Systems（units）
Market Scale
(CY19/20) 52 120 116

Nikon 29 46 46
Semiconductor Lithography Systems（New/Refurbished, units）
Market Scale
(CY19/20) 330 370 370

Nikon 16/11 12/20 9/18

• Revenue: Up ¥26.5B YoY
Down ¥8.8B vs. previous forecast

- Sales units of FPD lithography systems increased as installations 
delayed by COVID-19 travel restrictions resumed.

- Revenue grew on strength in service business driven by high 
utilization of install base at customers, thanks to vibrant market.

- Revenue down vs. previous forecast. Completion of installations of 
semiconductor lithography systems was pushed into the following 
fiscal year due to supply chain disruptions and travel restrictions 
resulting from COVID-19.

• Operating profit: Up ¥28.3B YoY
Up ¥2.2B vs. previous forecast

- Operating profit up substantially YoY by disappearing ¥21.6B of 
one-time costs such as impairment losses of fixed assets and 
disposal and write-down of inventory of previous year.

- Operating profit up vs. previous forecast on improvements to service 
earnings.

184.7
220.0 211.2

-0.6

25.5 27.7

-100

0

100

200

300

FY21/3
Actual

FY22/3
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(Feb.3)

FY22/3
Actual

¥300B

Note: In April 2021, some production subsidiaries related to the Imaging Products Business, Precision Equipment Business, and Components Business were transferred to Industrial Metrology and Others, 
and retroactively applied to the FY2021/3.
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Results for the year ended March 31, 2022:
Healthcare Business

Revenue Operating Profit • Revenue: Up ¥10.4B YoY
Up ¥0.2B vs. previous forecast

- Biological microscope revenue up mainly in the West driven by 
new products.

- Retinal diagnostic imaging systems revenue up on strength mainly 
in North America.

- Record-high revenue in all three subsegments of biological 
microscopes, retinal diagnostic imaging systems, and Contract Cell 
Manufacturing.

• Operating Profit: Up ¥7.3B YoY
Up ¥0.8B vs. previous forecast

- Operating profit grew substantially on increased revenue and the 
disappearance of ¥2.5B in impairment losses of fixed assets 
booked in the previous year.
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Revenue Operating profit

25.7
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¥50B
• Revenue: Up ¥15.1B YoY

Down ¥1.2B vs. previous forecast
- Revenue grew in EUV related components, optical parts for 

semiconductor related products, optical components, encoders 
for industrial robot and photomask substrates for FPD, etc.

• Operating profit: Up ¥12.6B YoY
Up ¥0.2B vs. previous forecast

- Operating profit grew substantially on topline growth.

Results for the year ended March 31, 2022:
Components Business

Note: In April 2021, some production subsidiaries related to the Imaging Products Business, Precision Equipment Business, and Components Business were transferred to Industrial Metrology and Others, 
and retroactively applied to the FY2021/3.



10

Results for the year ended March 31, 2022:
Industrial Metrology and Others

Revenue Operating Profit

• Revenue: Up ¥8.4B YoY
Up ¥1.0B vs. previous forecast

- In the Industrial Metrology Business, revenue grew on increased 
sales of industrial microscopes, image metrology systems, X-ray 
inspection systems and non-contact metrology systems.

• Operating Profit: Up ¥4.1B YoY
Up ¥1.4B vs. previous forecast

- In the Industrial Metrology Business, operating profit grew 
substantially on topline growth.

- Domestic production subsidiaries included under Other shed ¥4.6B 
in one-time costs (impairments related to the Imaging Products 
Business and restructuring expenses, etc.) booked in the previous 
year.
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Note: In April 2021, some production subsidiaries related to the Imaging Products Business, Precision Equipment Business, and Components Business were transferred to Industrial Metrology and Others, 
and retroactively applied to the FY2021/3.
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1. Financial Results of the year ended March 31, 2022

2. Forecast for the year ending March 31, 2023
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Forecasts for the year ending March 31, 2023

Operating 
Profit

¥50.0B

Revenue
¥620.0B

• Company total forecast: Up ¥80.4B YoY
– Recover to the revenue scale of ¥600.0B+. Forecast to increase revenue in all segments
– Imaging Products: Increase revenue ¥31.8B on incresed sales of mirrorless bodies and lenses, and foreign 

exchange impact, etc.
– Precision Equipment: Increase revenue ¥28.8B on increased sales of semiconductor lithography systems.
– Healthcare: Increase revenue ¥6.8B mainly on increased sales of biological microscopes and foreign exchange 

impact, etc.
– Components: Increase revenue ¥12.2B on increased sales of semiconductor related components, etc.

• Company total forecast: Forecasts the same level as the previous year
– Operating profit expected to grow in all segments except Precision Equipment.
– In the Precision Equipment Business, operating profit to decline on decreased sales of FPD lithography 

systems and lower service revenue.
– Corporate P/L non-attributable to any reportable segments to see costs increase on measures to strengthen 

the management base and the disappearance of one-time gains in the previous fiscal year.

Profit attributable 
to owners of the 

parent
¥38.0B

• Company total forecast: Down ¥4.6B YoY

Exchange
rate • US$: ¥120,  EURO: ¥130
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Forecast for the year ending March 31, 2023:
Operating Profit – Major Changes from the previous year 

0

¥80B

49.9 46.1 50.0

21.0

-14.1

Forecasting operating profit growth vs. ¥46.1B OP before one-time P/L in FY2022/3
*FY2022/3 one-time P/L: ¥3.0B in capital gains from sale of land and building, ¥1.3B from US pension fund, and -¥0.5B from impairment losses of fixed assets.
*US pension fund: Posted one-time profit in FY2022/3 due to changes in pension system at US subsidiary.
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Shareholder Returns

Shareholder 
Returns Policy

FY2023/3
Share 

Buyback

• Buyback amount ：Up to ¥30.0B
• Number of shares ：Up to 36M shares
• Repurchase period ：From May 13, 2022 to March 24, 2023

• Cancellation of Treasury Stock：5M shares out of 10.5M shares of treasury 
stock held as of March 31, 2022 and all the shares of common stock to be 
purchased in accordance with the above buyback.

Dividend • FY2023/3 plan : ¥40 annual dividend , interim dividend ¥20

• Total shareholder return ratio of 40% or more
• Stable dividends and opportunistic share buybacks
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Forecast for the year ending March 31, 2023: 
Financial Highlights

Note: EPS (Basic Earning per Share) = Profit attributable to owner of the parent / Average number of shares during the term
Approx. 0.367B shares, an average over the number of shares at the end of FY2022/3, also approx. 0.367B, and the expected number of shares at the end of FY2023/3.

Billions of Yen
FY2022/3
Actual (A)

FY2023/3
Forecast (B)

Change
(B)-(A)

Revenue                 539.6                620.0             +80.4
Operating Profit                   49.9                  50.0

% vs Revenue 9.3% 8.1%
Profit before income taxes                   57.0                  52.0

% vs Revenue 10.6% 8.4%
Profit attributable to
owners of the parent                   42.6                  38.0

% vs Revenue 7.9% 6.1%

EPS               ¥116.23              ¥103.47            -¥12.76

Annual Dividends                    ¥40                   ¥40                  ±0
Impact on revenue

            +16.4
Impact on operating profit
              +3.2

EURO                  ¥131                 ¥130

               -4.6

Exchange Rate:
US$                  ¥112                 ¥120

              +0.1

               -5.0


P4 ▲通期実績 連結

														データ入力エリア ニュウリョク



								単位：億円		21年3月期		前回予想		22年3月期		前年比		前回予想比				20年3月期 ネン ガツキ

										実績		（2/3）		実績								実績 ジッセキ

								売上収益		4,512		5,500		5,396		+884		▲104				5,910

								営業利益		▲562		470		499		+1,061		+29				67

								営業利益率		▲12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								税引前利益		▲453		530		570		+1,023		+40				118

								税引前利益率		▲10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								当期利益		▲344		390		426		+770		+36				76

								（親会社の所有者に帰属）								-		-

								当期利益率		▲7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		229		-		309		+80		-				▲48

								年間配当		20円		40円		40円		20円		0円				40円

								為替：USドル		106円		112円		112円		売上収益への予想影響 (億円)						109円

																195		7

								　　ユーロ		124円		130円		131円		営業利益への予想影響 (億円)						121円

																63		3



								Billions of yen		FY2021/3		Previous Forecast		FY2022/3		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				FY2020/3

										Actual (A)		(Feb.3) (B)		Actual (C)								Actual

								Revenue		451.2		550.0		539.6		+88.4		-10.4				591.0

								Operating Profit		-56.2		47.0		49.9		+106.1		+2.9				6.7

								% vs Revenue		-12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								Profit before income taxes 		-45.3		53.0		57.0		+102.3		+4.0				11.8

								% vs Revenue		-10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								Profit attributable to owners of the parent		-34.4		39.0		42.6		+77.0		+3.6				7.6

								% vs Revenue		-7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		22.9		-		30.9		+8.0		-				-4.8

								Annual Dividends		¥20		¥40		¥40		+¥20		±0				¥40

								Exchange Rate:
US$		¥106		¥112		¥112		Impact on revenue						¥109

																+19.5		+0.7

								EURO		¥124		¥130		¥131		Impact on operating profit						¥121

																+6.3		+0.3



																1.3%



データ反映エリア

データ入力エリア

データ反映エリア

データ入力エリア



P5 通期実績 セグ別

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

												単位：億円		21年3月期
実績		前回予想
（2/3）		22年3月期
実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン								Billions of Yen		FY2021/3
Actual (A)		Previous Forecast
(Feb.3) (B)		FY2022/3
Actual (C)		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		+18.7%		▲1.0%				280		▲18						Imaging Products Business		Revenue		150.2		180.0		178.2		+18.7%		-1.0%				28.0		▲1.8

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		+553億円		▲10億円				553		▲10								Operating profit		-36.3		20.0		19.0		+¥55.3B		-¥1.0B				55.3		▲1.0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		+14.3%		▲4.0%				265		▲88						Precision Equipment Business		Revenue		184.7		220.0		211.2		+14.3%		-4.0%				26.5		▲8.8

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		+283億円		+22億円				283		22								Operating profit		-0.6		25.5		27.7		+¥28.3B		+¥2.2B				28.3		2.2

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		+16.5%		+0.3%				104		2						Healthcare Business		Revenue		62.8		73.0		73.2		+16.5%		+0.3%				10.4		0.2

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		+73億円		+8億円				73		8								Operating profit		-3.0		3.5		4.3		+¥7.3B		+¥0.8B				7.3		0.8

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		+58.5%		▲2.7%				151		▲12						Components Business		Revenue		25.7		42.0		40.8		+58.5%		-2.7%				15.1		▲1.2

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		+126億円		+2億円				126		2								Operating profit		0.1		12.5		12.7		+¥12.6B		+¥0.2B				12.6		0.2

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		+30.6%		+3.0%				84		10						Industrial Metrology
and Others		Revenue		27.6		35.0		36.0		+30.6%		+3.0%				8.4		1.0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		+41億円		+14億円				41		14								Operating profit		-1.2		1.5		2.9		+¥4.1B		+¥1.4B				4.1		1.4

				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ				各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲150		▲160		▲169		▲19億円		▲9億円				▲19		▲9						Corporate P/L 
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-15.0		-16.0		-16.9		-¥1.9B		-¥0.9B				▲1.9		▲0.9

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		+19.6%		▲1.9%				884		▲104						Consolidated		Revenue		451.2		550.0		539.6		+19.6%		-1.9%				88.4		▲10.4

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		499		+1,061億円		+29億円				1,061		29								Operating profit		-56.2		47.0		49.9		+¥106.1B		+¥2.9B				106.1		2.9



																																																				

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

										単位：億円				21年3月期実績		前回予想
（2/3）		22年3月期実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン																						前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		18.7%		▲1.0%				280		▲18																						0		0

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		553億円		▲10億円				553		▲10																						0		0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		14.3%		▲4.0%				265		▲88																						0		0

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		283億円		22億円				283		22																						0		0

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		16.5%		0.3%				104		2																						0		0

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		73億円		8億円				73		8																						0		0

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		58.5%		▲2.7%				151		▲12																						0		0

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		126億円		2億円				126		2																						0		0

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		30.6%		3.0%				84		10																						0		0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		41億円		14億円				41		14																						0		0

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				各セグメントに配賦		営業利益		▲150		▲160		▲289		▲19億円		▲9億円				▲139		▲129																						0		0

				本社管理部門						されない全社損益		本社管理部門

				事業開発部門								事業開発部門

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		19.6%		▲1.9%				884		▲104																						0		0

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		500		1,061億円		29億円				1,062		30																						0		0





P6 ■通期実績 映像

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,502		1,800		1,782				280		-18				Revenue		150.2		180.0		178.2				28.0		-1.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		(363)		200		190				553		-10				Operating profit		-36.3		20.0		19.0				55.3		-1.0

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ												FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Forecast
(May.12)



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		552		520		512				-40		-8				Market Scale		5,520		5,200		5,120				-5,008		-4,688

				　ニコン		84		70		70				-14		0				Nikon		840		700		700				-770		-630

				交換レンズ（万本）																Interchangeable Lens (units:1,000)

				　市場規模		911		920		939				28		19				Market Scale		9,110		9,200		9,390				-8,171		-8,261

				　ニコン		135		130		127				-8		-3				Nikon		1,350		1,300		1,270				-1,223		-1,173

				コンパクトデジタルカメラ（万台）																Compact DSC (units:1,000)

				　市場規模		343		285		272				-71		-13				Market Scale		3,430		2,850		2,720				-3,158		-2,578

				　ニコン		26		20		19				-7		-1				Nikon		260		200		190				-241		-181





P7 通期実績 精機

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ								FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,847		2,200		2,112				265		-88						Revenue		184.7		220.0		211.2				1,927		1,892

				営業利益 エイギョウ リエキ		-6		255		277				283		22						Operating profit		-0.6		25.5		27.7				278		252



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual



				FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		16/11		12/20		9/18				-7/7		-3/-2						Nikon		16/11		12/20		11/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		11				-7		-3

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2





						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新① シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		なし		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 1月時点の見込み
確認必要		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新② シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		UG		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		(CY20/21)																		(CY20/21)

		なし		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

				UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









		新③ シン				21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		 市場規模　(CY20/21) シジョウ キボ		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

		なし		半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ																														



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8				1		0

				UG		5		3		3				-2		0						UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2

				測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0						測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0









P8-10 通期実績 セグ別(映・精以外)

				ヘルスケア																ヘルスケア

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		628		730		732				104		2				Revenue		62.8		73.0		73.2				10.4		0.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		-30		35		43				73		8				Operating profit		-3.0		3.5		4.3				7.3		0.8

				コンポーネント																コンポーネント

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		257		420		408				151		-12				Revenue		25.7		42.0		40.8				15.1		-1.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		125		127				126		2				Operating profit		0.1		12.5		12.7				12.6		0.2

																																

																																

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ																産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																																

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		276		350		360				84		10				Revenue		27.6		35.0		36.0				8.4		1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		-12		15		29				41		14				Operating profit		-1.2		1.5		2.9				4.1		1.4





P13 ▲FY23通期 連結

						単位：億円		22年3月期
実績		23年3月期
見通し		前年比

						売上収益		5,396		6,200		+804

						営業利益		499		500		+1

						営業利益率		9.3%		8.1%

						税引前利益		570		520		▲50

						税引前利益率		10.6%		8.4%

						当期利益		426		380		▲46

						（親会社の所有者に帰属）		0

						当期利益率		7.9%		6.1%

						EPS		116.23円		103.47円		▲12.76円

						年間配当		40円		40円		ー

						為替：USドル		112円		120円		売上収益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+164

						　　ユーロ		131円		130円		営業利益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+32



						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

						Revenue		539.6		620.0		+80.4

						Operating Profit		49.9		50.0		+0.1								115.56

						% vs Revenue		9.3%		8.1%										103.54

						Profit before income taxes 		57.0		52.0		-5.0								-12.02

						% vs Revenue		10.6%		8.4%

						Profit attributable to 
owners of the parent		42.6		38.0		-4.6

						% vs Revenue		7.9%		6.1%

						EPS		¥116.23		¥103.47		-¥12.76

						Annual Dividends		¥40		¥40		±0

						Exchange Rate:
US$		¥112		¥120		Impact on revenue

								¥112		Impact on revenue		+16.4

						EURO		¥131		¥130		Impact on operating profit

								¥131		Impact on operating profit		+3.2







P15 ■FY23通期 新セグ別

								新セグ：シート「P23 ■セグ別 半期別 (FY21_22)」より シン

								↓

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓				↓

								積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ														単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比				前年差異 ゼンネン サイ						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,100				0		2,100				映像事業売上収益		映像事業		178233938396				映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%				318				Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		220				0		220				映像事業営業利益		映像事業								営業利益		190		220		+30億円				30						Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,400				0		2,400				精機事業売上収益		精機事業		211215808127				精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%				288				Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		350				0		350				精機事業営業利益		精機事業								営業利益		394		350		▲44億円				▲44						Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		800				0		800				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		73242937726				ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%				68				Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		60				0		60				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業								営業利益		43		60		+17億円				17						Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		530				0		530				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		40868991737				コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%				122				Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		170				0		170				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業								営業利益		127		170		+43億円				43						Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		370				0		370				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他		36050015883				産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%				10				Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		40				0		40				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他								営業利益		29		40		+11億円				11						Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

		全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャソンエキ		営業利益		(340)				0		(340)				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ						各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲285		▲340		▲55億円				▲55				Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.5		-34.0		-¥5.5B

		内、成長投資関連費用				内、成長投資関連費用		(220)				0		(220)				内、成長投資関連費用										内、成長投資関連費用		▲218		▲220		▲2億円				▲2						Growth Investment Related Cost		-21.8		-22.0		-¥0.2B

		内、共用部門費用				内、共用部門費用		(130)				0		(130)				内、共用部門費用										内、共用部門費用		▲80		▲130		▲50億円				▲50						Corporate expense		-8.0		-13.0		-¥5.0B

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		6,200				0		6,200				連結売上収益		連結		539611691869				連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%				804				Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

		連結営業利益		連結		営業利益		500				0		500				連結営業利益		連結								営業利益		499		500		+1億円				1						Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B



								6,200		0				6,200

								500		0				500																																▲29.8		▲35.0		▲5.2

																												単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比										Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

																										映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%								Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

																												営業利益		190		220		+30億円										Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

																										精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%								Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

																												営業利益		394		350		▲44億円										Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

																										ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%								Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

																												営業利益		43		60		+17億円										Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

																										コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%								Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

																												営業利益		127		170		+43億円										Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

																										産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%								Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

																												営業利益		29		40		+11億円										Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

																										各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲285		▲340		▲55億円								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.5		-34.0		-¥5.5B

																										連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%								Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

																												営業利益		499		500		+1億円										Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B





P16 ▲通期実績 映像 (FY22 新ｾｸﾞ)

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782		2,100				318				Revenue		178.2		210.0				31.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		190		220				30				Operating profit		19.0		22.0				3.0

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）								前年
差異 ゼンネン サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)								前年
差異 ゼンネン サイ

				　市場規模		512		510				-2				Market Scale		5,120		5,100				-20

				　ニコン		70		70				0				Nikon		700		700				0

				交換レンズ（万本）												Interchangeable Lens (units:1,000)								

				　市場規模		939		940				1				Market Scale		9,390		9,400				10

				　ニコン		127		125				-2				Nikon		1,270		1,250				-20

				コンパクトデジタルカメラ（万台）												Compact DSC (units:1,000)								

				　市場規模		272		220				-52				Market Scale		2,720		2,200				-520

				　ニコン		19		10				-9				Nikon		190		100				-90





P17 ▲通期実績 精機 (FY22 新ｾｸﾞ)

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

						売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,112		2,400				288				Revenue		211.2		240.0				29

						営業利益 エイギョウ リエキ		394		350				-44				Operating profit		39.4		35.0				-4



								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		従来 ジュウライ

						FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ

						　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15

						半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)								

						　市場規模 		370		440				70				Market Scale		370		440				70

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		9/18		25/22				16/4				Nikon		9/18		25/22				16/4

																										

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		ミニステッパー		半装 ハンソウ		新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4





								22年3月期
(実績)		23年3月期
(見通し)										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新① シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25												Market Scale		　市場規模		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		なし				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

						　市場規模 		390		460				70				Market Scale		390		460				70												Market Scale		　市場規模 		390		460				ERROR:#VALUE!		70

						(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

						　ニコン		17/18		39/22				22/4				Nikon		17/18		39/22				22/4												Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4



																																																		

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4



				前提データ ゼンテイ		前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70				前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70

						ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0				ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0

						ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6				ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6







								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新② シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												(CY20/21)

		UG				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン																																				(CY20/21)

		なし																																				Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4

								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

						UG		3		6				3				UG		3		6				3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4









		新③ シン						22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Nikon		0/中古		17/18		39/22				ERROR:#VALUE!		16/4

		あり				半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ												Semiconductor Metrology/Inspection Systems　(New, units)																																

						　ニコン		52		82								Nikon		52		82



								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		新品		9		25				ERROR:#VALUE!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ミニステッパー		8		14				ERROR:#VALUE!		6

						UG		3		6				3				UG		3		6				3												UG		UG		3		6				ERROR:#VALUE!		3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		中古		18		22				ERROR:#VALUE!		4

						測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30				測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30												測検：AMI＋OST ソクケン		測検：AMI＋OST		52		82				ERROR:#VALUE!		30









P18-20 通期実績 映・精以外 (FY22 新ｾｸﾞ)

				ヘルスケア												ヘルスケア

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		732		800				68				Revenue		73.2		80.0				6.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		43		60				17				Operating profit		4.3		6.0				1.7

				コンポーネント												コンポーネント

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		408		530				122				Revenue		40.8		53.0				12.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		127		170				43				Operating profit		12.7		17.0				4.3

																								

																								

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ												産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																								

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		360		370				10				Revenue		36.0		37.0				1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		29		40				11				Operating profit		2.9		4.0				1.1





P23 セグ別 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		▲17.1		▲36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		217		60		277		130		220		350								Operating profit		48.0		▲0.6		21.7		6.0		27.7		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		▲2.4		▲3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components Business		Revenue		ー		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		ー		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		▲1.2		▲1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲50		▲119		▲169		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲23.6		▲15.0		▲5.0		▲11.9		▲16.9		▲15.0		▲19.0		▲34.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		▲56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

										5,908		4,510		2,727		2,667		5,394		2,950		3,250		6,200

										67		▲560		319		178		497		230		270		500

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen 		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products
Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		-17.1		-36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment
 Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		274		120		394		130		220		350								Operating profit		48.0		-0.6		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare
Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		-2.4		-3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components 
Business		Revenue		-		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		-		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology 
and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		-1.2		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦
されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲108		▲177		▲285		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-23.6		-15.0		-10.8		-17.7		-28.5		-15.0		-19.0		-34.0

								内、成長投資関連費用						▲104		▲114		▲218		▲100		▲120		▲220								Business reinforcement cost 						-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

								内、共用部門費用						▲22		▲58		▲80		▲60		▲70		▲130								Corporate expense						-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0





DIVA累計値
入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー
今期実績公表値)

決算発表済公表値

決算発表済公表値



P22 ▲連結 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 		20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期								Billions of Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

								通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期						Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200				Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

						営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500				Operating Profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

						営業利益率		1.1%		▲12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%				% vs Revenue		1.1%		-12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%

						税引前利益		118		▲453		160		410		570		240		280		520				Profit before income taxes 		11.8		-45.3		16.0		41.0		57.0		24.0		28.0		52.0

						税引前利益率		2.0%		▲10.0%		6.0%		15.4%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%				% vs Revenue		2.0%		-10.0%		5.9%		15.4%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%

						当期利益		76		▲344		120		306		426		170		210		380				Profit attributable to 
owners of the parent		7.6		-34.4		12.0		30.6		42.6		17.0		21.0		38.0

						（親会社の所有者に帰属）								ー

						当期利益率		1.3%		▲7.6％		4.5%		11.5%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%				% vs Revenue		1.3%		-7.6%		4.5%		11.5%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%

						EPS		19.93円		▲93.96円		116.23円						103.47								EPS		¥19.93		¥-93.96		¥116.23						¥103.47

						年間配当		40円		20円		40円						40円								Annual Dividends		¥40		¥20		¥40						¥40

						ROE		1.3%		▲6.4%		7.5%						6.5%								ROE		1.3%		-6.4%		7.5%						6.5%

						FCF		▲48		229		309						-								FCF		-4.8		22.9		30.9						-

						為替：USドル		109円		106円		109円		115円		112円		120円								Exchange Rate: US$		¥109		¥106		¥109		¥115		¥112		¥120

						　　ユーロ		121円		124円		131円		130円		131円		130円								EURO		¥121		¥124		¥131		¥130		¥131		¥130







P24 ■セグ別 新セグQ別 (FY21)

																										44665

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ								反映 ハンエイ				通期公表案ー3Q累計 ツウキ コウヒョウ アン ルイケイ				通期公表案 ツウキ コウヒョウアン		入力 ニュウリョク								参考 サンコウ								計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓		↓		↓								↓				↓				↓		↓																↓																		複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																																										複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																												単年　FY2021 タンネン																単年　FY2021 タンネン

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ				FY2022				積上げ ツミア										補正値 ホセイチ								自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス								開示 カイジ										検算 ケンザン								単位：億円　 				22年3月期								23年3月期										22年3月期 ネン ガツ キ		23年3月期 ネン ガツ キ																		Billions of  Yen　 				FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期												Billions of  Yen　 				FY2022/3

																						Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				0		1,782				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		559.7		440.3		664.8		435.2		2,100		1								0		(0)		(1)		1		560		440		664		436		2,100		2,100		1,000		1,100				映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				0		190				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		84.0		46.0		86.7		3.3		220										0		0		(1)		1		84		46		86		4		220		220		130		90						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																		Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				0		2,112				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		534.9		615.1		762.7		487.3		2,400		(4)		5						(5)		5		(1)		1		530		620		762		488		2,400		2,400		1,150		1,250				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		277				0		277				精機事業		営業利益		97.0		33.0		145.6		74.4		350										0		0		(1)		1		97		33		145		75		350		350		130		220						営業利益		106		111		31		29		97		33		145		75				277		350																				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		9.7		3.3		14.5		7.5				27.7		35.0						営業利益		106		111		31		29		277		旧セグ キュウ				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		27.7		旧セグ キュウ

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		732				0		732				ヘルスケア事業		売上収益		181.0		199.0		195.4		224.6		800				1						(1)		1		(0)		0		180		200		195		225		800		800		380		420				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43				ヘルスケア事業		営業利益		7.0		23.0		11.7		18.3		60										0		0		(1)		1		7		23		11		19		60		60		30		30						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		408				0		408				コンポーネント事業		売上収益		130.7		129.3		120.4		149.6		530				1						(1)		1		(0)		0		130		130		120		150		530		530		260		270				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		127				0		127				コンポーネント事業		営業利益		41.0		39.0		48.3		41.7		170										0		0		(0)		0		41		39		48		42		170		170		80		90						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				0		360				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		88.5		71.5		102.3		107.7		370		(8)		9						(9)		9		(0)		0		80		80		102		108		370		370		160		210				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

		産業売上		産業売上 サンギョウ ウリアゲ														産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		5.0		5.0		14.6		15.4		40										0		0		(1)		1		5		5		14		16		40		40		10		30				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲73		▲77		▲92		▲98				▲169		▲340		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲1.5		▲3.5		▲4.8		▲7.1		▲7.3		▲7.7		▲9.2		▲9.8				▲16.9		▲34.0				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲169		旧セグ キュウ		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-1.5		-3.5		-4.8		-7.1		-16.9		旧セグ キュウ

		産業営業利益産業分		産業営業利益 エイギョウリエキ														産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

		全社損益売上収益		全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

		全社損益営業利益		全社損益		営業利益		(169)				0		(169)				全社損益		営業利益		-73.0		-104.0		-92.0		-98.0		(367)				27						0		27		0		0		(73)		(77)		(92)		(98)		(340)		(340)		(150)		(190)

						売上収益								0						内、成長投資関連費用		-53.0		-54.0		-53.0		-56.0		(216)				7						0		7		0		(11)		-53		-47		-53		-67		-220		(220)		(100)		(120)				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		5,394				検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		539

						営業利益								0						内、共用部門費用		-29.0		-31.0		-38.0		-42.0		(140)								-10		0		0		0		10		-29		-31		-38		-32		-130		(130)		(60)		(70)						営業利益		198		121		149		29		161		69		212		58				497		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		198		121		149		29		497						営業利益		20		12		15		3		50

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		5,396				0		5,396				連結 レンケツ		売上収益		1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200				1						(1)		1		(1)		1		1,494		1,456		1,845		1,405		6,200		6,200		2,950		3,250

		連結営業利益		連結		営業利益		499				0		499				連結		営業利益		161.0		42.0		215.0		57.6		500				27						0		27		(1)		(2)		161		69		214		56		500		500		230		270				単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		次世代プロジェクト ジセダイ		27		30		27		33

						税前利益 ゼイマエ リエキ		570				0		570

						当期利益 トウキ リエキ		426				0		426								1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200																		1,480		1,470		1,843		1,407		6,200		6,200		2,950		3,250				上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ																																										上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ

																						161.0		42.0		215.0		55.0		473																		161		69		212		58		500		500		230		270

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ								通期 ツウキ																																												 		単位：億円 オクエン		22年3月期 キ								23年3月期										22年
3月期 ネン ガツ キ		23年
3月期 ネン ガツ キ																				Billions of Yen		FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期														Billions of  Yen　 		FY2022/3

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ				為替 カワセ		US$		120																																																Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				(0)		1,782						€		130																																												映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				(0)		190																																																						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220																				Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				(0)		2,112																																																				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

				精機事業		営業利益		398				(0)		398																																																						営業利益		133		141		58		62		97		33		145		75				394		350		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグ
		←		FY21は通期合計貼り付けから、Q4差引。FY22はQ別を累計。 ツウキ ゴウケイ ハ ツ サシヒキ ベツ ルイケイ														Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		9.7		3.3		14.5		7.5				39.4		35.0						営業利益		133		141		58		62		394		新セグ シン				Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		39.4		新セグ シン

				ヘルスケア事業		売上収益		732				(0)		732																																																				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

				ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43																																																						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

				コンポーネント事業		売上収益		409				(1)		408																																																				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

				コンポーネント事業		営業利益		127				0		127																																																						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				(0)		360																																																				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

				産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン		308				(0)		308																																																						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0 		-0.6 		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29																																																						営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲73		▲77		▲92		▲98				▲285		▲340																				Operating profit		-4.3 		-6.5 		-7.6 		-10.1 		-7.3 		-7.7 		-9.2 		-9.8 				-28.5 		-34.0 				各セグメントに配賦		営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲285		新セグ シン		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-28.5		新セグ シン

				産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン		12				(1)		11																																												全社費用 A ゼンシャヒヨウ								各セグメントに
配賦されない全社損益		内、成長投資関連費用 セイチョウトウシ カンレン ヒヨウ		▲50		▲54		▲53		▲61		▲53		▲47		▲53		▲67				▲218		▲220																				Business Reinforcement Cost		-5.0 		-5.4 		-5.3 		-6.1 		-5.3 		-4.7 		-5.3 		-6.7 				-21.8 		-22.0 				されない全社損益		内、成長投資関連費用		▲50		▲54		▲53		▲61		▲218		全社費用 A ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense related to investment in growth		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-21.8		全社費用 A ゼンシャヒヨウ

				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0																																												全社費用 B ゼンシャヒヨウ										内、共用部門費用		1		▲23		▲26		▲32		▲29		▲31		▲38		▲32				▲80		▲130																				Corporate Expense		0.1		-2.3 		-2.6 		-3.2 		-2.9 		-3.1 		-3.8 		-3.2 				-8.0 		-13.0 						内、共用部門費用		1		▲23		▲26		▲32		▲80		全社費用 B ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense for shared functions		0.1		-2.3		-2.6		-3.2		-8.0		全社費用 B ゼンシャヒヨウ

				全社損益		営業利益		(289)				0		(289)																																																				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

						内、成長投資関連費用								0																																																						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

						内、共用部門費用								0

				連結 レンケツ		売上収益		5,396				(0)		5,396																																																				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検算 ケンザン		売上収益		132.0		140.7		133.5		133.2		539.4

				連結		営業利益		500				(0)		500																																																						営業利益		197		121		148		32		161		69		212		58				498		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		197		121		148		32		498						営業利益		19.7		12.1		14.8		3.2		49.8



																																																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク

																																																																												-113.4		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)																		次世代 (to全社損益) ジセダイ ゼンシャ ソンエキ				-25.0		-27.2		-29.6		-31.6		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)

								5,396						5,394

								498						498



																																																																																																																																																										Billions of  Yen　 		FY2022/3						FY2023/3

																																																																																																																																																												1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

																																																																																																																																																								Imaging Products Business		Revenue		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

																																																																																																																																																										Operating profit		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

																																																																																																																																																								Precision Equipment Business		Revenue		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

																																																																																																																																																										Operating profit		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

																																																																																																																																																								Healthcare Business		Revenue		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

																																																																																																																																																										Operating profit		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

																																																																																																																																																								Components Business		Revenue		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

																																																																																																																																																										Operating profit		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

																																																																																																																																																								Industrial Metrology and Others		Revenue		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

																																																																																																																																																										Operating profit		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

																																																																																																																																																								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-10.8		-17.7		-28.5		-15.0		-19.0		-34.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense related to investment in growth		-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense for shared functions		-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

																																																																																																																																																								Consolidated		Revenue		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

																																																																																																																																																										Operating profit		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

																																																																																																																																																												-43		-65		-76		-101		-73		-77		-92		-98

																																																																																																																																																												-50		-54		-53		-61		-53		-47		-53		-67

																																																																																																																																																												1		-23		-26		-32		-29		-31		-38		-32
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P27 BS 費目別

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		3,441		3,362		3,286		3,138		3,253						資本合計 シホン ゴウケイ		5,735		6,167		5,417		5,387		5,999

				その他の金融
・流動資産 タ キンユウ リュウドウ シサン		258		186		190		156		148						その他負債 タ フサイ		2,199		1,965		1,492		1,403		1,476

				棚卸資産 タナオロシシサン		2,355		2,533		2,465		2,357		2,389						有利子負債 ユウ リシ フサイ		1,283		1,289		1,391		1,476		1,530

				売上債権
・その他の債権 ウリアゲ サイケン タ サイケン		1,045		1,158		877		729		905						前受け金 マエウ キン		1,766		1,928		1,758		1,631		1,392

				現金・
現金同等物 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ		3,884		4,110		3,240		3,517		3,702								10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

						10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

																						〇		〇		〇		〇		〇

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				Non-current assets		344.1		336.2		328.6		313.8		325.3						Total equity		573.5		616.7		541.7		538.7		599.9

				Other current financial/current assets		25.8		18.6		19.0		15.6		14.8						Other liabilities		219.9		196.5		149.2		140.3		147.6

				Inventories		235.5		253.3		246.5		235.7		238.9						Interest-bearing debt		128.3		128.9		139.1		147.6		153.0

				Trade & other receivables		104.5		115.8		87.7		72.9		90.5						Advances received		176.6		192.8		175.8		163.1		139.2

				Cash & Cash Equivalents		388.4		411.0		324.0		351.7		370.2								1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

						1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

																						〇		〇		〇		〇		〇







P28 設備投資・棚卸資産

		設備投資 セツビトウシ				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				設備投資 セツビ トウシ		249		287		305		425		400						Capital Expenditures		24.9		28.7		30.5		42.5		40.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		278		341		280		249		270						Depreciation		27.8		34.1		28.0		24.9		27.0

		棚卸資産 タナオロシ シサン				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				映像 エイゾウ		552		642		510		375		452						Imaging Products		55.2		64.2		51.0		37.5		45.2

				精機 セイキ		1,315		1,366		1,468		1,467		1,351						Precision Equipment		131.5		136.6		146.8		146.7		135.1

				ヘルスケア		152		157		178		158		190						Healthcare		15.2		15.7		17.8		15.8		19.0

				コンポーネント				187		79		87		97						Components		0.0		18.7		7.9		8.7		9.7

				産業機器・その他 サンギョウキキ タ		336		181		230		270		299						Industrial Metrology and Others		33.6		18.1		23.0		27.0		29.9

						2,355		2,533		2,465		2,357		2,389								235.5		253.3		246.5		235.7		238.9

														変更なし ヘンコウ





P29 セグ別売上グラフ

										変更なし ヘンコウ

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						Revenue		% Seg		Revenue		% Seg

				映像 エイゾウ		1,502		33%		1,782		33%				Imaging Products		150.2		33%		178.2		33%

				精機 セイキ		1,847		41%		2,112		39%				Precision Equipment		184.7		41%		211.2		39%

				ヘルスケア		628		14%		732		14%				Healthcare		62.8		14%		73.2		14%

				コンポーネント		257		6%		408		8%				Components		25.7		6%		40.8		8%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		275		6%		360		7%				Industrial Metrology and Others		27.5		6%		36.0		7%

						4,512				5,396								451.2				539.6

						4,509		100%		5,394		100%						451		100%		539		100%

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				日本 ニホン				0%				0%				Japan				0%				0%

				米国 ベイコク				0%				0%				United States				0%				0%

				欧州 オウシュウ				0%				0%				Europe				0%				0%

				中国 チュウゴク				0%				0%				China				0%				0%

				その他 タ				0%				0%				Others				0%				0%

						5,396				4,063								5,396				4,063

						0		0%		0		0%						0		0%		0		0%





P30 研究開発費

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ														R&D

						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
(見通し) ミトオ						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
Forecast

				研究開発投資 ケンキュウ カイハツ トウシ		639		622		599		611		640				R&D Expenditures		63.9		62.2		59.9		61.1		64.0

				研究開発投資対
売上収益比率 ケンキュウ カイハツ トウシ タイ ウリアゲ シュウエキ ヒリツ		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%				R&D vs Revenue (%)		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%

				全社売上 ゼンシャ ウリアゲ								5396		6200				Revenue								539.6		620



						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ										22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン										内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ								金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				映像 エイゾウ		152		25%		170		27%						Imaging Products		15.2		25%		17		27%

				精機 セイキ		185		30%		200		31%						Precision Equipment		18.5		30%		20		31%

				ヘルスケア		60		10%		55		9%						Healthcare		6		10%		5.5		9%

				コンポーネント		28		5%		40		6%						Components		2.8		5%		4		6%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		15		2%		25		4%						Industrial Metrology and Others		1.5		2%		2.5		4%

				共用部門 キョウヨウ ブモン		171		28%		150		23%						Corporate
(Undistribued)		17.1		28%		15		23%

						611		100%		640		100%								61.1		100%		64		100%

						611				640										61.1				64.0





P31 CF

						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				営業利益		7		562		826		67		-562		499				Operating Profit		0.7		56.2		82.6		6.7		-56.2		49.9

				営業CF		973		1,250		689		164		49		313				Cash Flows from
operating activities		97.3		125.0		68.9		16.4		4.9		31.3

				投資CF		-406		-348		-253		-212		180		-3				Net cash used 
in investing activities		-40.6		-34.8		-25.3		-21.2		18.0		-0.3

				FCF		566		902		435		-48		229		309				Free cash flow		56.6		90.2		43.5		-4.8		22.9		30.9

				財務CF		155		-199		-215		-727		-49		-261				Net cash used 
in financing activities		15.5		-19.9		-21.5		-72.7		-4.9		-26.1





P32 映像 カテゴリー別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		23/3-Q4

				レンズ交換式デジタルカメラ コウカン シキ		72		59		85		46		57		50		64		35		45		35		58		24		14		24		28		18		22		17		16		15		70

				交換レンズ コウカン		108		94		130		69		89		76		102		50		74		57		95		39		22		39		47		27		39		27		36		25		127

				レンズ一体型デジタルカメラ イッタイガタ		77		62		72		40		43		42		45		30		27		23		23		11		5		7		8		6		7		6		4		2		19

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		257		215		287		155		189		168		211		115		146		115		176		74		41		70		83		51		68		50		56		42

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				DCIL(Digtal Camera-Interchangeable Lens Type)		720		590		850		460		570		500		640		350		450		350		580		240		140		240		280		180		220		170		160		150

				Interchangeable Lens		1,080		940		1,300		690		890		760		1,020		500		740		570		950		390		220		390		470		270		390		270		360		250

				CDSC(Compact Digital Still Camera)		770		620		720		400		430		420		450		300		270		230		230		110		50		70		80		60		70		60		40		20

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		2,570		2,150		2,870		1,550		1,890		1,680		2,110		1,150		1,460		1,150		1,760		740		410		700		830		510		680		500		560		420





P33 精機 事業別台数

																								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3		23/3

																								Actual		Actual		Actual		Actual		Actual		Forecast

																								18/3Actual		19/3Actual		20/3Actual		21/3Actual		22/3Actual		23/3Forecast

						18/3
(実績） ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17						5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17

				7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6						7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6

				10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8						10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8

						67		70		27		29		46		31								67		70		27		29		46		31

				確認 to スライド カクニン								29		46		31						確認 to スライド カクニン								29		46		31



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 セン		12		20		14		10		16		18						i線 セン		12		20		14		10		16		18

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						30		41		45		27		27		47								30		41		45		27		27		47

				確認 to スライド カクニン								27		27		47						確認 to スライド17 カクニン								27		27		47



		ミニステッパー追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						33		47		49		34		35		61								33		47		49		34		35		61



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				確認 to スライド カクニン										35		61						確認 to スライド17 カクニン										35		61



		ミニステッパー+UG追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		13						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12						ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12

						39		52		53		39		38		65								39		52		53		39		38		63



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2						UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2

				UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2						UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2

				確認 to スライド カクニン										38		67						確認 to スライド17 カクニン										38		67







P35 半装 Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9

																																				27								27

																																		確認 to スライド→ カクニン		OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9





(補助ﾃﾞｰﾀ) ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ等

																																																														2022/4/29差替え サシカ

				IR公表台数追加検討　→　ミニステッパー、測検（AMIとOST）、UG コウヒョウ ダイスウ ツイカ ケントウ ソク ケン



				過去販売台数実績 ハンバイ ダイスウ																																																		単位：台 タンイ ダイ				FY22計画 ケイカク

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ミニステッパー		1		1		0		1		3		2		1		1		2		6		1		0		2		1		4		2		2		2		1		7		0		5		0		3		8				ミニステッパー		14		24.0				0.6670731707

				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ																																5		10		7		9		31		13		15		9		15		52				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ		82		54.7		売上収益にはSISおよび号機外を含む ウリアゲ シュウエキ ゴウキ ガイ フク

				Litho Booster																								1						1		1				2				3						1		1		2				Litho Booster		3		32.0

				UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				UG		6		33.8		5.6333333333		16.9

				計 ケイ		2		3		1		3		9		3		1		1		6		11		1		2		3		3		9		9		13		13		11		46		14		22		10		19		65				計 ケイ		105		144.5

				【UG線源別内訳】 セン ゲン ベツ ウチワケ

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ArFDry UG																																																						ArFDry UG		2		6.1

				ArFimm UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				ArFimm UG		4		27.7





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12

																																												35

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12





P34 FPD Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				5/6世代 セダイ		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				7/8世代 セダイ		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1

				10.5世代 セダイ						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3		0		5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46

																																				OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				G5/6		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				G7/8		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1						

				G10.5						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3				5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ・UG)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3



				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

				UG (Dry ArF)		1		2		1		2		1		0		0		4		0		1		1		2		1		1		2		1		1		2		0		0

				UG (ArF Imm)

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1		0		2		0		1		2		4		2		3		2		7		0		2		2		2		0		1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12

																																												38

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12





測検品・LB

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16



AMI・OST	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	5	10	7	9	13	15	9	15	LB	21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	1	2	1	1	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	6	10	9	9	13	15	10	16	
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Revision of Business Segments

In April 2022, “Next Generation Project Div.” was transferred from Precision Equipment Business to
Corporate P/L non-attributable to any reportable segments.

Segment
Imaging Products 

Business Imaging BU

Precision Equipment 
Business

FPD Lithography BU

Semiconductor Lithography BU

Healthcare Business Healthcare BU

Components Business

Digital Solutions BU

Customized Products BU

Glass BU

Industrial Metrology and 
Others 

Industrial Metrology BU

others
Corporate P/L non-
attributable to any 

reportable segments
Headquarters division of the

parent company

Business Unit (BU)

Next Generation Project Div.
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Forecast for the year ending March 31, 2023: 
Financial Highlights by Segments (New Segments)

Note: In FY2023/3, “Next Generation Project Div.” transfers from Precision Equipment Business to Corporate P/L non-attributable to any reportable segments, 
and retroactively applied to the FY2022/3 and reorganized ¥11.7B for the FY2022/3.

Billions of Yen
FY2022/3
Actual (A)

FY2023/3
Forecast (B)

Change
(B)-(A)

Revenue           178.2           210.0 +17.8%
Operating profit             19.0             22.0           +¥3.0B
Revenue           211.2           240.0 +13.6%
Operating profit             39.4             35.0            -¥4.4B
Revenue             73.2             80.0 +9.2%
Operating profit               4.3               6.0           +¥1.7B
Revenue             40.8             53.0 +29.7%
Operating profit             12.7             17.0           +¥4.3B
Revenue             36.0             37.0 +2.6%
Operating profit               2.9               4.0           +¥1.1B

Corporate P/L
non-attributable to

any reportable segments
Operating profit           -28.6           -34.0            -¥5.4B

Revenue           539.6           620.0 +14.9%
Operating profit             49.9             50.0           +¥0.1B

Consolidated

Imaging Products
Business

Precision Equipment
Business

Healthcare Business

Components Business

Industrial Metrology and
Others


P4 ▲通期実績 連結

														データ入力エリア ニュウリョク



								単位：億円		21年3月期		前回予想		22年3月期		前年比		前回予想比				20年3月期 ネン ガツキ

										実績		（2/3）		実績								実績 ジッセキ

								売上収益		4,512		5,500		5,396		+884		▲104				5,910

								営業利益		▲562		470		499		+1,061		+29				67

								営業利益率		▲12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								税引前利益		▲453		530		570		+1,023		+40				118

								税引前利益率		▲10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								当期利益		▲344		390		426		+770		+36				76

								（親会社の所有者に帰属）								-		-

								当期利益率		▲7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		229		-		309		+80		-				▲48

								年間配当		20円		40円		40円		20円		0円				40円

								為替：USドル		106円		112円		112円		売上収益への予想影響 (億円)						109円

																195		7

								　　ユーロ		124円		130円		131円		営業利益への予想影響 (億円)						121円

																63		3



								Billions of yen		FY2021/3		Previous Forecast		FY2022/3		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				FY2020/3

										Actual (A)		(Feb.3) (B)		Actual (C)								Actual

								Revenue		451.2		550.0		539.6		+88.4		-10.4				591.0

								Operating Profit		-56.2		47.0		49.9		+106.1		+2.9				6.7

								% vs Revenue		-12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								Profit before income taxes 		-45.3		53.0		57.0		+102.3		+4.0				11.8

								% vs Revenue		-10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								Profit attributable to owners of the parent		-34.4		39.0		42.6		+77.0		+3.6				7.6

								% vs Revenue		-7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		22.9		-		30.9		+8.0		-				-4.8

								Annual Dividends		¥20		¥40		¥40		+¥20		±0				¥40

								Exchange Rate:
US$		¥106		¥112		¥112		Impact on revenue						¥109

																+19.5		+0.7

								EURO		¥124		¥130		¥131		Impact on operating profit						¥121

																+6.3		+0.3



																1.3%



データ反映エリア

データ入力エリア

データ反映エリア

データ入力エリア



P5 通期実績 セグ別

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

												単位：億円		21年3月期
実績		前回予想
（2/3）		22年3月期
実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン								Billions of Yen		FY2021/3
Actual (A)		Previous Forecast
(Feb.3) (B)		FY2022/3
Actual (C)		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		+18.7%		▲1.0%				280		▲18						Imaging Products Business		Revenue		150.2		180.0		178.2		+18.7%		-1.0%				28.0		▲1.8

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		+553億円		▲10億円				553		▲10								Operating profit		-36.3		20.0		19.0		+¥55.3B		-¥1.0B				55.3		▲1.0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		+14.3%		▲4.0%				265		▲88						Precision Equipment Business		Revenue		184.7		220.0		211.2		+14.3%		-4.0%				26.5		▲8.8

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		+283億円		+22億円				283		22								Operating profit		-0.6		25.5		27.7		+¥28.3B		+¥2.2B				28.3		2.2

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		+16.5%		+0.3%				104		2						Healthcare Business		Revenue		62.8		73.0		73.2		+16.5%		+0.3%				10.4		0.2

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		+73億円		+8億円				73		8								Operating profit		-3.0		3.5		4.3		+¥7.3B		+¥0.8B				7.3		0.8

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		+58.5%		▲2.7%				151		▲12						Components Business		Revenue		25.7		42.0		40.8		+58.5%		-2.7%				15.1		▲1.2

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		+126億円		+2億円				126		2								Operating profit		0.1		12.5		12.7		+¥12.6B		+¥0.2B				12.6		0.2

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		+30.6%		+3.0%				84		10						Industrial Metrology
and Others		Revenue		27.6		35.0		36.0		+30.6%		+3.0%				8.4		1.0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		+41億円		+14億円				41		14								Operating profit		-1.2		1.5		2.9		+¥4.1B		+¥1.4B				4.1		1.4

				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ				各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲150		▲160		▲169		▲19億円		▲9億円				▲19		▲9						Corporate P/L 
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-15.0		-16.0		-16.9		-¥1.9B		-¥0.9B				▲1.9		▲0.9

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		+19.6%		▲1.9%				884		▲104						Consolidated		Revenue		451.2		550.0		539.6		+19.6%		-1.9%				88.4		▲10.4

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		499		+1,061億円		+29億円				1,061		29								Operating profit		-56.2		47.0		49.9		+¥106.1B		+¥2.9B				106.1		2.9



																																																				

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

										単位：億円				21年3月期実績		前回予想
（2/3）		22年3月期実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン																						前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		18.7%		▲1.0%				280		▲18																						0		0

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		553億円		▲10億円				553		▲10																						0		0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		14.3%		▲4.0%				265		▲88																						0		0

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		283億円		22億円				283		22																						0		0

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		16.5%		0.3%				104		2																						0		0

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		73億円		8億円				73		8																						0		0

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		58.5%		▲2.7%				151		▲12																						0		0

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		126億円		2億円				126		2																						0		0

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		30.6%		3.0%				84		10																						0		0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		41億円		14億円				41		14																						0		0

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				各セグメントに配賦		営業利益		▲150		▲160		▲289		▲19億円		▲9億円				▲139		▲129																						0		0

				本社管理部門						されない全社損益		本社管理部門

				事業開発部門								事業開発部門

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		19.6%		▲1.9%				884		▲104																						0		0

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		500		1,061億円		29億円				1,062		30																						0		0





P6 ■通期実績 映像

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,502		1,800		1,782				280		-18				Revenue		150.2		180.0		178.2				28.0		-1.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		(363)		200		190				553		-10				Operating profit		-36.3		20.0		19.0				55.3		-1.0

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ												FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Forecast
(May.12)



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		552		520		512				-40		-8				Market Scale		5,520		5,200		5,120				-5,008		-4,688

				　ニコン		84		70		70				-14		0				Nikon		840		700		700				-770		-630

				交換レンズ（万本）																Interchangeable Lens (units:1,000)

				　市場規模		911		920		939				28		19				Market Scale		9,110		9,200		9,390				-8,171		-8,261

				　ニコン		135		130		127				-8		-3				Nikon		1,350		1,300		1,270				-1,223		-1,173

				コンパクトデジタルカメラ（万台）																Compact DSC (units:1,000)

				　市場規模		343		285		272				-71		-13				Market Scale		3,430		2,850		2,720				-3,158		-2,578

				　ニコン		26		20		19				-7		-1				Nikon		260		200		190				-241		-181





P7 通期実績 精機

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ								FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,847		2,200		2,112				265		-88						Revenue		184.7		220.0		211.2				1,927		1,892

				営業利益 エイギョウ リエキ		-6		255		277				283		22						Operating profit		-0.6		25.5		27.7				278		252



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual



				FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		16/11		12/20		9/18				-7/7		-3/-2						Nikon		16/11		12/20		11/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		11				-7		-3

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2





						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新① シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		なし		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 1月時点の見込み
確認必要		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新② シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		UG		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		(CY20/21)																		(CY20/21)

		なし		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

				UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









		新③ シン				21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		 市場規模　(CY20/21) シジョウ キボ		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

		なし		半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ																														



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8				1		0

				UG		5		3		3				-2		0						UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2

				測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0						測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0









P8-10 通期実績 セグ別(映・精以外)

				ヘルスケア																ヘルスケア

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		628		730		732				104		2				Revenue		62.8		73.0		73.2				10.4		0.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		-30		35		43				73		8				Operating profit		-3.0		3.5		4.3				7.3		0.8

				コンポーネント																コンポーネント

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		257		420		408				151		-12				Revenue		25.7		42.0		40.8				15.1		-1.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		125		127				126		2				Operating profit		0.1		12.5		12.7				12.6		0.2

																																

																																

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ																産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																																

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		276		350		360				84		10				Revenue		27.6		35.0		36.0				8.4		1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		-12		15		29				41		14				Operating profit		-1.2		1.5		2.9				4.1		1.4





P13 ▲FY23通期 連結

						単位：億円		22年3月期
実績		23年3月期
見通し		前年比

						売上収益		5,396		6,200		+804

						営業利益		499		500		+1

						営業利益率		9.3%		8.1%

						税引前利益		570		520		▲50

						税引前利益率		10.6%		8.4%

						当期利益		426		380		▲46

						（親会社の所有者に帰属）		0

						当期利益率		7.9%		6.1%

						EPS		116.23円		103.47円		▲12.76円

						年間配当		40円		40円		ー

						為替：USドル		112円		120円		売上収益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+164

						　　ユーロ		131円		130円		営業利益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+32



						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

						Revenue		539.6		620.0		+80.4

						Operating Profit		49.9		50.0		+0.1								115.56

						% vs Revenue		9.3%		8.1%										103.54

						Profit before income taxes 		57.0		52.0		-5.0								-12.02

						% vs Revenue		10.6%		8.4%

						Profit attributable to 
owners of the parent		42.6		38.0		-4.6

						% vs Revenue		7.9%		6.1%

						EPS		¥116.23		¥103.47		-¥12.76

						Annual Dividends		¥40		¥40		±0

						Exchange Rate:
US$		¥112		¥120		Impact on revenue

								¥112		Impact on revenue		+16.4

						EURO		¥131		¥130		Impact on operating profit

								¥131		Impact on operating profit		+3.2







P15 ■FY23通期 新セグ別

								新セグ：シート「P23 ■セグ別 半期別 (FY21_22)」より シン

								↓

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓				↓

								積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ														単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比				前年差異 ゼンネン サイ						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,100				0		2,100				映像事業売上収益		映像事業		178233938396				映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%				318				Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		220				0		220				映像事業営業利益		映像事業								営業利益		190		220		+30億円				30						Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,400				0		2,400				精機事業売上収益		精機事業		211215808127				精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%				288				Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		350				0		350				精機事業営業利益		精機事業								営業利益		394		350		▲44億円				▲44						Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		800				0		800				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		73242937726				ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%				68				Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		60				0		60				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業								営業利益		43		60		+17億円				17						Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		530				0		530				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		40868991737				コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%				122				Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		170				0		170				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業								営業利益		127		170		+43億円				43						Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		370				0		370				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他		36050015883				産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%				10				Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		40				0		40				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他								営業利益		29		40		+11億円				11						Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

		全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャソンエキ		営業利益		(340)				0		(340)				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ						各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲286		▲340		▲54億円				▲54				Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.6		-34.0		-¥5.4B

		内、成長投資関連費用				内、成長投資関連費用		(220)				0		(220)				内、成長投資関連費用										内、成長投資関連費用		▲218		▲220		▲2億円				▲2						Growth Investment Related Cost		-21.8		-22.0		-¥0.2B

		内、共用部門費用				内、共用部門費用		(130)				0		(130)				内、共用部門費用										内、共用部門費用		▲80		▲130		▲50億円				▲50						Corporate expense		-8.0		-13.0		-¥5.0B

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		6,200				0		6,200				連結売上収益		連結		539611691869				連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%				804				Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

		連結営業利益		連結		営業利益		500				0		500				連結営業利益		連結								営業利益		499		500		+1億円				1						Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B



								6,200		0				6,200

								500		0				500																																▲29.8		▲35.0		▲5.2

																												単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比										Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

																										映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%								Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

																												営業利益		190		220		+30億円										Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

																										精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%								Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

																												営業利益		394		350		▲44億円										Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

																										ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%								Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

																												営業利益		43		60		+17億円										Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

																										コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%								Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

																												営業利益		127		170		+43億円										Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

																										産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%								Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

																												営業利益		29		40		+11億円										Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

																										各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲286		▲340		▲54億円								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.6		-34.0		-¥5.4B

																										連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%								Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

																												営業利益		499		500		+1億円										Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B





P16 ▲通期実績 映像 (FY22 新ｾｸﾞ)

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782		2,100				318				Revenue		178.2		210.0				31.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		190		220				30				Operating profit		19.0		22.0				3.0

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）								前年
差異 ゼンネン サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)								前年
差異 ゼンネン サイ

				　市場規模		512		510				-2				Market Scale		5,120		5,100				-20

				　ニコン		70		70				0				Nikon		700		700				0

				交換レンズ（万本）												Interchangeable Lens (units:1,000)								

				　市場規模		939		940				1				Market Scale		9,390		9,400				10

				　ニコン		127		125				-2				Nikon		1,270		1,250				-20

				コンパクトデジタルカメラ（万台）												Compact DSC (units:1,000)								

				　市場規模		272		220				-52				Market Scale		2,720		2,200				-520

				　ニコン		19		10				-9				Nikon		190		100				-90





P17 ▲通期実績 精機 (FY22 新ｾｸﾞ)

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

						売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,112		2,400				288				Revenue		211.2		240.0				29

						営業利益 エイギョウ リエキ		394		350				-44				Operating profit		39.4		35.0				-4



								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		従来 ジュウライ

						FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ

						　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15

						半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)								

						　市場規模 		370		440				70				Market Scale		370		440				70

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		9/18		25/22				16/4				Nikon		9/18		25/22				16/4

																										

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		ミニステッパー		半装 ハンソウ		新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4





								22年3月期
(実績)		23年3月期
(見通し)										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新① シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25												Market Scale		　市場規模		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		なし				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

						　市場規模 		390		460				70				Market Scale		390		460				70												Market Scale		　市場規模 		390		460				ERROR:#VALUE!		70

						(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

						　ニコン		17/18		39/22				22/4				Nikon		17/18		39/22				22/4												Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4



																																																		

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4



				前提データ ゼンテイ		前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70				前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70

						ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0				ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0

						ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6				ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6







								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新② シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												(CY20/21)

		UG				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン																																				(CY20/21)

		なし																																				Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4

								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

						UG		3		6				3				UG		3		6				3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4









		新③ シン						22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Nikon		0/中古		17/18		39/22				ERROR:#VALUE!		16/4

		あり				半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ												Semiconductor Metrology/Inspection Systems　(New, units)																																

						　ニコン		52		82								Nikon		52		82



								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		新品		9		25				ERROR:#VALUE!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ミニステッパー		8		14				ERROR:#VALUE!		6

						UG		3		6				3				UG		3		6				3												UG		UG		3		6				ERROR:#VALUE!		3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		中古		18		22				ERROR:#VALUE!		4

						測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30				測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30												測検：AMI＋OST ソクケン		測検：AMI＋OST		52		82				ERROR:#VALUE!		30









P18-20 通期実績 映・精以外 (FY22 新ｾｸﾞ)

				ヘルスケア												ヘルスケア

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		732		800				68				Revenue		73.2		80.0				6.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		43		60				17				Operating profit		4.3		6.0				1.7

				コンポーネント												コンポーネント

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		408		530				122				Revenue		40.8		53.0				12.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		127		170				43				Operating profit		12.7		17.0				4.3

																								

																								

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ												産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																								

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		360		370				10				Revenue		36.0		37.0				1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		29		40				11				Operating profit		2.9		4.0				1.1





P23 セグ別 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		▲17.1		▲36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		217		60		277		130		220		350								Operating profit		48.0		▲0.6		21.7		6.0		27.7		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		▲2.4		▲3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components Business		Revenue		ー		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		ー		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		▲1.2		▲1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲50		▲119		▲169		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲23.6		▲15.0		▲5.0		▲11.9		▲16.9		▲15.0		▲19.0		▲34.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		▲56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

										5,908		4,510		2,727		2,667		5,394		2,950		3,250		6,200

										67		▲560		319		178		497		230		270		500

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen 		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products
Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		-17.1		-36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment
 Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		274		120		394		130		220		350								Operating profit		48.0		-0.6		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare
Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		-2.4		-3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components 
Business		Revenue		-		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		-		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology 
and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		-1.2		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦
されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲108		▲177		▲286		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-23.6		-15.0		-10.8		-17.7		-28.6		-15.0		-19.0		-34.0

								内、成長投資関連費用						▲104		▲114		▲218		▲100		▲120		▲220								Business reinforcement cost 						-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

								内、共用部門費用						▲22		▲58		▲80		▲60		▲70		▲130								Corporate expense						-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0





DIVA累計値
入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー
今期実績公表値)

決算発表済公表値

決算発表済公表値



P22 ▲連結 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 		20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期								Billions of Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

								通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期						Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200				Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

						営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500				Operating Profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

						営業利益率		1.1%		▲12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%				% vs Revenue		1.1%		-12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%

						税引前利益		118		▲453		160		410		570		240		280		520				Profit before income taxes 		11.8		-45.3		16.0		41.0		57.0		24.0		28.0		52.0

						税引前利益率		2.0%		▲10.0%		6.0%		15.4%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%				% vs Revenue		2.0%		-10.0%		6.0%		15.4%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%

						当期利益		76		▲344		120		306		426		170		210		380				Profit attributable to 
owners of the parent		7.6		-34.4		12.0		30.6		42.6		17.0		21.0		38.0

						（親会社の所有者に帰属）								ー

						当期利益率		1.3%		▲7.6％		4.5%		11.5%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%				% vs Revenue		1.3%		-7.6%		4.5%		11.5%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%

						EPS		19.93円		▲93.96円		116.23円						103.47								EPS		¥19.93		¥-93.96		¥116.23						¥103.47

						年間配当		40円		20円		40円						40円								Annual Dividends		¥40		¥20		¥40						¥40

						ROE		1.3%		▲6.4%		7.5%						6.5%								ROE		1.3%		-6.4%		7.5%						6.5%

						FCF		▲48		229		309						-								FCF		-4.8		22.9		30.9						-

						為替：USドル		109円		106円		109円		115円		112円		120円								Exchange Rate: US$		¥109		¥106		¥109		¥115		¥112		¥120

						　　ユーロ		121円		124円		131円		130円		131円		130円								EURO		¥121		¥124		¥131		¥130		¥131		¥130







P24 ■セグ別 新セグQ別 (FY21)

																										44665

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ								反映 ハンエイ				通期公表案ー3Q累計 ツウキ コウヒョウ アン ルイケイ				通期公表案 ツウキ コウヒョウアン		入力 ニュウリョク								参考 サンコウ								計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓		↓		↓								↓				↓				↓		↓																↓																		複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																																										複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																												単年　FY2021 タンネン																単年　FY2021 タンネン

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ				FY2022				積上げ ツミア										補正値 ホセイチ								自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス								開示 カイジ										検算 ケンザン								単位：億円　 				22年3月期								23年3月期										22年3月期 ネン ガツ キ		23年3月期 ネン ガツ キ																		Billions of  Yen　 				FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期												Billions of  Yen　 				FY2022/3

																						Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				0		1,782				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		559.7		440.3		664.8		435.2		2,100		1								0		(0)		(1)		1		560		440		664		436		2,100		2,100		1,000		1,100				映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				0		190				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		84.0		46.0		86.7		3.3		220										0		0		(1)		1		84		46		86		4		220		220		130		90						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																		Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				0		2,112				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		534.9		615.1		762.7		487.3		2,400		(4)		5						(5)		5		(1)		1		530		620		762		488		2,400		2,400		1,150		1,250				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		277				0		277				精機事業		営業利益		97.0		33.0		145.6		74.4		350										0		0		(1)		1		97		33		145		75		350		350		130		220						営業利益		106		111		31		29		97		33		145		75				277		350																				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		9.7		3.3		14.5		7.5				27.7		35.0						営業利益		106		111		31		29		277		旧セグ キュウ				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		27.7		旧セグ キュウ

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		732				0		732				ヘルスケア事業		売上収益		181.0		199.0		195.4		224.6		800				1						(1)		1		(0)		0		180		200		195		225		800		800		380		420				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43				ヘルスケア事業		営業利益		7.0		23.0		11.7		18.3		60										0		0		(1)		1		7		23		11		19		60		60		30		30						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		408				0		408				コンポーネント事業		売上収益		130.7		129.3		120.4		149.6		530				1						(1)		1		(0)		0		130		130		120		150		530		530		260		270				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		127				0		127				コンポーネント事業		営業利益		41.0		39.0		48.3		41.7		170										0		0		(0)		0		41		39		48		42		170		170		80		90						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				0		360				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		88.5		71.5		102.3		107.7		370		(8)		9						(9)		9		(0)		0		80		80		102		108		370		370		160		210				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

		産業売上		産業売上 サンギョウ ウリアゲ														産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		5.0		5.0		14.6		15.4		40										0		0		(1)		1		5		5		14		16		40		40		10		30				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲73		▲77		▲92		▲98				▲169		▲340		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲1.5		▲3.5		▲4.8		▲7.1		▲7.3		▲7.7		▲9.2		▲9.8				▲16.9		▲34.0				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲169		旧セグ キュウ		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-1.5		-3.5		-4.8		-7.1		-16.9		旧セグ キュウ

		産業営業利益産業分		産業営業利益 エイギョウリエキ														産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

		全社損益売上収益		全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

		全社損益営業利益		全社損益		営業利益		(169)				0		(169)				全社損益		営業利益		-73.0		-104.0		-92.0		-98.0		(367)				27						0		27		0		0		(73)		(77)		(92)		(98)		(340)		(340)		(150)		(190)

						売上収益								0						内、成長投資関連費用		-53.0		-54.0		-53.0		-56.0		(216)				7						0		7		0		(11)		-53		-47		-53		-67		-220		(220)		(100)		(120)				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		5,394				検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		539

						営業利益								0						内、共用部門費用		-29.0		-31.0		-38.0		-42.0		(140)								-10		0		0		0		10		-29		-31		-38		-32		-130		(130)		(60)		(70)						営業利益		198		121		149		29		161		69		212		58				497		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		198		121		149		29		497						営業利益		20		12		15		3		50

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		5,396				0		5,396				連結 レンケツ		売上収益		1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200				1						(1)		1		(1)		1		1,494		1,456		1,845		1,405		6,200		6,200		2,950		3,250

		連結営業利益		連結		営業利益		499				0		499				連結		営業利益		161.0		42.0		215.0		57.6		500				27						0		27		(1)		(2)		161		69		214		56		500		500		230		270				単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		次世代プロジェクト ジセダイ		27		30		27		33

						税前利益 ゼイマエ リエキ		570				0		570

						当期利益 トウキ リエキ		426				0		426								1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200																		1,480		1,470		1,843		1,407		6,200		6,200		2,950		3,250				上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ																																										上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ

																						161.0		42.0		215.0		55.0		473																		161		69		212		58		500		500		230		270

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ								通期 ツウキ																																												 		単位：億円 オクエン		22年3月期 キ								23年3月期										22年
3月期 ネン ガツ キ		23年
3月期 ネン ガツ キ																				Billions of Yen		FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期														Billions of  Yen　 		FY2022/3

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ				為替 カワセ		US$		120																																																Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				(0)		1,782						€		130																																												映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				(0)		190																																																						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220																				Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				(0)		2,112																																																				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

				精機事業		営業利益		398				(0)		398																																																						営業利益		133		141		58		62		97		33		145		75				394		350		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグ
		←		FY21は通期合計貼り付けから、Q4差引。FY22はQ別を累計。 ツウキ ゴウケイ ハ ツ サシヒキ ベツ ルイケイ														Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		9.7		3.3		14.5		7.5				39.4		35.0						営業利益		133		141		58		62		394		新セグ シン				Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		39.4		新セグ シン

				ヘルスケア事業		売上収益		732				(0)		732																																																				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

				ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43																																																						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

				コンポーネント事業		売上収益		409				(1)		408																																																				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

				コンポーネント事業		営業利益		127				0		127																																																						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				(0)		360																																																				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

				産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン		308				(0)		308																																																						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29																																																						営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲73		▲77		▲92		▲98				▲285		▲340																				Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-7.3		-7.7		-9.2		-9.8				-28.5		-34.0				各セグメントに配賦		営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲285		新セグ シン		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-28.5		新セグ シン

				産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン		12				(1)		11																																												全社費用 A ゼンシャヒヨウ								各セグメントに
配賦されない全社損益		内、成長投資関連費用 セイチョウトウシ カンレン ヒヨウ		▲50		▲54		▲53		▲61		▲53		▲47		▲53		▲67				▲218		▲220																				Business Reinforcement Cost		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-5.3		-4.7		-5.3		-6.7				-21.8		-22.0				されない全社損益		内、成長投資関連費用		▲50		▲54		▲53		▲61		▲218		全社費用 A ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense related to investment in growth		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-21.8		全社費用 A ゼンシャヒヨウ

				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0																																												全社費用 B ゼンシャヒヨウ										内、共用部門費用		1		▲23		▲27		▲31		▲29		▲31		▲38		▲32				▲80		▲130																				Corporate Expense		0.1		-2.3		-2.7		-3.1		-2.9		-3.1		-3.8		-3.2				-8.0		-13.0						内、共用部門費用		1		▲23		▲27		▲31		▲80		全社費用 B ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense for administration department		0.1		-2.3		-2.7		-3.1		-8.0		全社費用 B ゼンシャヒヨウ

				全社損益		営業利益		(289)				0		(289)																																																				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

						内、成長投資関連費用								0																																																						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

						内、共用部門費用								0

				連結 レンケツ		売上収益		5,396				(0)		5,396																																																				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検算 ケンザン		売上収益		132.0		140.7		133.5		133.2		539.4

				連結		営業利益		500				(0)		500																																																						営業利益		197		121		148		32		161		69		212		58				498		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		197		121		148		32		498						営業利益		19.7		12.1		14.8		3.2		49.8



																																																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク

																																																																												-113.4		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)																		次世代 (to全社損益) ジセダイ ゼンシャ ソンエキ				-25.0		-27.2		-29.6		-31.6		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)

								5,396						5,394

								498						498



																																																																																																																																																										Billions of  Yen　 		FY2022/3						FY2023/3

																																																																																																																																																												1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

																																																																																																																																																								Imaging Products Business		Revenue		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

																																																																																																																																																										Operating profit		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

																																																																																																																																																								Precision Equipment Business		Revenue		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

																																																																																																																																																										Operating profit		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

																																																																																																																																																								Healthcare Business		Revenue		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

																																																																																																																																																										Operating profit		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

																																																																																																																																																								Components Business		Revenue		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

																																																																																																																																																										Operating profit		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

																																																																																																																																																								Industrial Metrology and Others		Revenue		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

																																																																																																																																																										Operating profit		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

																																																																																																																																																								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-10.8		-17.7		-28.5		-15.0		-19.0		-34.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense related to investment in growth		-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense for administration department		-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

																																																																																																																																																								Consolidated		Revenue		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

																																																																																																																																																										Operating profit		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

																																																																																																																																																												-43		-65		-76		-101		-73		-77		-92		-98

																																																																																																																																																												-50		-54		-53		-61		-53		-47		-53		-67

																																																																																																																																																												1		-23		-26		-32		-29		-31		-38		-32
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P27 BS 費目別

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		3,441		3,362		3,286		3,138		3,253						資本合計 シホン ゴウケイ		5,735		6,167		5,417		5,387		5,999

				その他の金融
・流動資産 タ キンユウ リュウドウ シサン		258		186		190		156		148						その他負債 タ フサイ		2,199		1,965		1,492		1,403		1,476

				棚卸資産 タナオロシシサン		2,355		2,533		2,465		2,357		2,389						有利子負債 ユウ リシ フサイ		1,283		1,289		1,391		1,476		1,530

				売上債権
・その他の債権 ウリアゲ サイケン タ サイケン		1,045		1,158		877		729		905						前受け金 マエウ キン		1,766		1,928		1,758		1,631		1,392

				現金・
現金同等物 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ		3,884		4,110		3,240		3,517		3,702								10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

						10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

																						〇		〇		〇		〇		〇

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				Non-current assets		344.1		336.2		328.6		313.8		325.3						Total equity		573.5		616.7		541.7		538.7		599.9

				Other current financial/current assets		25.8		18.6		19.0		15.6		14.8						Other liabilities		219.9		196.5		149.2		140.3		147.6

				Inventories		235.5		253.3		246.5		235.7		238.9						Interest-bearing debt		128.3		128.9		139.1		147.6		153.0

				Trade & other receivables		104.5		115.8		87.7		72.9		90.5						Advances received		176.6		192.8		175.8		163.1		139.2

				Cash & Cash Equivalents		388.4		411.0		324.0		351.7		370.2								1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

						1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

																						〇		〇		〇		〇		〇







P28 設備投資・棚卸資産

		設備投資 セツビトウシ				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				設備投資 セツビ トウシ		249		287		305		425		400						Capital Expenditures		24.9		28.7		30.5		42.5		40.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		278		341		280		249		270						Depreciation		27.8		34.1		28.0		24.9		27.0

		棚卸資産 タナオロシ シサン				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				映像 エイゾウ		552		642		510		375		452						Imaging Products		55.2		64.2		51.0		37.5		45.2

				精機 セイキ		1,315		1,366		1,468		1,467		1,351						Precision Equipment		131.5		136.6		146.8		146.7		135.1

				ヘルスケア		152		157		178		158		190						Healthcare		15.2		15.7		17.8		15.8		19.0

				コンポーネント				187		79		87		97						Components		0.0		18.7		7.9		8.7		9.7

				産業機器・その他 サンギョウキキ タ		336		181		230		270		299						Industrial Metrology and Others		33.6		18.1		23.0		27.0		29.9

						2,355		2,533		2,465		2,357		2,389								235.5		253.3		246.5		235.7		238.9

														変更なし ヘンコウ





P29 セグ別売上グラフ

										変更なし ヘンコウ

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						Revenue		% Seg		Revenue		% Seg

				映像 エイゾウ		1,502		33%		1,782		33%				Imaging Products		150.2		33%		178.2		33%

				精機 セイキ		1,847		41%		2,112		39%				Precision Equipment		184.7		41%		211.2		39%

				ヘルスケア		628		14%		732		14%				Healthcare		62.8		14%		73.2		14%

				コンポーネント		257		6%		408		8%				Components		25.7		6%		40.8		8%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		275		6%		360		7%				Industrial Metrology and Others		27.5		6%		36.0		7%

						4,512				5,396								451.2				539.6

						4,509		100%		5,394		100%						451		100%		539		100%

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				日本 ニホン				0%				0%				Japan				0%				0%

				米国 ベイコク				0%				0%				United States				0%				0%

				欧州 オウシュウ				0%				0%				Europe				0%				0%

				中国 チュウゴク				0%				0%				China				0%				0%

				その他 タ				0%				0%				Others				0%				0%

						5,396				4,063								5,396				4,063

						0		0%		0		0%						0		0%		0		0%





P30 研究開発費

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ														R&D

						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
(見通し) ミトオ						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
Forecast

				研究開発投資 ケンキュウ カイハツ トウシ		639		622		599		611		640				R&D Expenditures		63.9		62.2		59.9		61.1		64.0

				研究開発投資対
売上収益比率 ケンキュウ カイハツ トウシ タイ ウリアゲ シュウエキ ヒリツ		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%				R&D vs Revenue (%)		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%

				全社売上 ゼンシャ ウリアゲ								5396		6200				Revenue								539.6		620



						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ										22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン										内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ								金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				映像 エイゾウ		152		25%		170		27%						Imaging Products		15.2		25%		17		27%

				精機 セイキ		185		30%		200		31%						Precision Equipment		18.5		30%		20		31%

				ヘルスケア		60		10%		55		9%						Healthcare		6		10%		5.5		9%

				コンポーネント		28		5%		40		6%						Components		2.8		5%		4		6%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		15		2%		25		4%						Industrial Metrology and Others		1.5		2%		2.5		4%

				共用部門 キョウヨウ ブモン		171		28%		150		23%						Corporate
(Undistribued)		17.1		28%		15		23%

						611		100%		640		100%								61.1		100%		64		100%

						611				640										61.1				64.0





P31 CF

						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				営業利益		7		562		826		67		-562		499				Operating Profit		0.7		56.2		82.6		6.7		-56.2		49.9

				営業CF		973		1,250		689		164		49		313				Cash Flows from
operating activities		97.3		125.0		68.9		16.4		4.9		31.3

				投資CF		-406		-348		-253		-212		180		-3				Net cash used 
in investing activities		-40.6		-34.8		-25.3		-21.2		18.0		-0.3

				FCF		566		902		435		-48		229		309				Free cash flow		56.6		90.2		43.5		-4.8		22.9		30.9

				財務CF		155		-199		-215		-727		-49		-261				Net cash used 
in financing activities		15.5		-19.9		-21.5		-72.7		-4.9		-26.1





P32 映像 カテゴリー別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		23/3-Q4

				レンズ交換式デジタルカメラ コウカン シキ		72		59		85		46		57		50		64		35		45		35		58		24		14		24		28		18		22		17		16		15		70

				交換レンズ コウカン		108		94		130		69		89		76		102		50		74		57		95		39		22		39		47		27		39		27		36		25		127

				レンズ一体型デジタルカメラ イッタイガタ		77		62		72		40		43		42		45		30		27		23		23		11		5		7		8		6		7		6		4		2		19

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		257		215		287		155		189		168		211		115		146		115		176		74		41		70		83		51		68		50		56		42

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				DCIL(Digtal Camera-Interchangeable Lens Type)		720		590		850		460		570		500		640		350		450		350		580		240		140		240		280		180		220		170		160		150

				Interchangeable Lens		1,080		940		1,300		690		890		760		1,020		500		740		570		950		390		220		390		470		270		390		270		360		250

				CDSC(Compact Digital Still Camera)		770		620		720		400		430		420		450		300		270		230		230		110		50		70		80		60		70		60		40		20

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		2,570		2,150		2,870		1,550		1,890		1,680		2,110		1,150		1,460		1,150		1,760		740		410		700		830		510		680		500		560		420





P33 精機 事業別台数

																								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3		23/3

																								Actual		Actual		Actual		Actual		Actual		Forecast

																								18/3Actual		19/3Actual		20/3Actual		21/3Actual		22/3Actual		23/3Forecast

						18/3
(実績） ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17						5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17

				7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6						7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6

				10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8						10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8

						67		70		27		29		46		31								67		70		27		29		46		31

				確認 to スライド カクニン								29		46		31						確認 to スライド カクニン								29		46		31



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 セン		12		20		14		10		16		18						i線 セン		12		20		14		10		16		18

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						30		41		45		27		27		47								30		41		45		27		27		47

				確認 to スライド カクニン								27		27		47						確認 to スライド17 カクニン								27		27		47



		ミニステッパー追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						33		47		49		34		35		61								33		47		49		34		35		61



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				確認 to スライド カクニン										35		61						確認 to スライド17 カクニン										35		61



		ミニステッパー+UG追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		13						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12						ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12

						39		52		53		39		38		65								39		52		53		39		38		63



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2						UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2

				UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2						UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2

				確認 to スライド カクニン										38		67						確認 to スライド17 カクニン										38		67







P35 半装 Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9

																																				27								27

																																		確認 to スライド→ カクニン		OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9





(補助ﾃﾞｰﾀ) ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ等

																																																														2022/4/29差替え サシカ

				IR公表台数追加検討　→　ミニステッパー、測検（AMIとOST）、UG コウヒョウ ダイスウ ツイカ ケントウ ソク ケン



				過去販売台数実績 ハンバイ ダイスウ																																																		単位：台 タンイ ダイ				FY22計画 ケイカク

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ミニステッパー		1		1		0		1		3		2		1		1		2		6		1		0		2		1		4		2		2		2		1		7		0		5		0		3		8				ミニステッパー		14		24.0				0.6670731707

				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ																																5		10		7		9		31		13		15		9		15		52				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ		82		54.7		売上収益にはSISおよび号機外を含む ウリアゲ シュウエキ ゴウキ ガイ フク

				Litho Booster																								1						1		1				2				3						1		1		2				Litho Booster		3		32.0

				UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				UG		6		33.8		5.6333333333		16.9

				計 ケイ		2		3		1		3		9		3		1		1		6		11		1		2		3		3		9		9		13		13		11		46		14		22		10		19		65				計 ケイ		105		144.5

				【UG線源別内訳】 セン ゲン ベツ ウチワケ

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ArFDry UG																																																						ArFDry UG		2		6.1

				ArFimm UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				ArFimm UG		4		27.7





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12

																																												35

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12





P34 FPD Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				5/6世代 セダイ		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				7/8世代 セダイ		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1

				10.5世代 セダイ						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3		0		5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46

																																				OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				G5/6		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				G7/8		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1						

				G10.5						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3				5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ・UG)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3



				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

				UG (Dry ArF)		1		2		1		2		1		0		0		4		0		1		1		2		1		1		2		1		1		2		0		0

				UG (ArF Imm)

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1		0		2		0		1		2		4		2		3		2		7		0		2		2		2		0		1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12

																																												38

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12





測検品・LB

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16



AMI・OST	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	5	10	7	9	13	15	9	15	LB	21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	1	2	1	1	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	6	10	9	9	13	15	10	16	
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Forecast for the year ending March 31, 2023:
Imaging Products Business

• Revenue: Up ¥31.8B YoY
- Prolonged product supply constraints (at competitors, too). Market 

volumes flat YoY.
- Our sales volumes flat YoY due to parts procurement constraints.
- Market for pro/hobbyists has been performing well. Aim to grow 

revenue mainly in mirrorless cameras and interchangeable lenses 
continuing to advance shift to mid/high-end models.

• Operating profit: Up ¥3.0B YoY
- Operating profit growth driven by increasing sales of mid/high-end 

cameras and increasing ASP.
- Expect to increase expenses such as development to maintain or 

improve product competitiveness.

Revenue Operating profit
¥300B

Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)
Market Scale 5,120 5,100
Nikon 700 700

Interchangeable lenses (units:1,000)
Market Scale 9,390 9,400
Nikon 1,270 1,250

Digital camera with integrated lens(units:1,000)
Market Scale 2,720 2,200
Nikon 190 100

Note:  Digital camera with integrated lens : A camera equipped with uncatchable lens and do not have the function to replace lenses. (Eligible products of Nikon: COOLPIX P1000, P950, etc.)
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Forecast for the year ending March 31, 2023:
Precision Equipment Business

Revenue Operating profit • Revenue: Up ¥28.8B YoY
- In FPD lithography business, revenue to decline on large impact 

from decreasing units in lithography systems.
- In semiconductor lithography business, revenue to grow on 

increasing units of new systems (mainly ArF) due to strong 
investment mainly from customers.

- Service business strength to continue, but revenue will decline 
compared to last year’s which included transient.

• Operating profit: Down ¥4.4B YoY
- In semiconductor lithography business, operating profit to 

increase as increasing sales volumes of new and refurbished 
systems compensate for decrease in profit of the service business.

- Operating profit growth in semiconductor lithography business to 
cover part of decline in profit from decreased sales volumes of 
FPD lithography systems.

FPD Lithography Systems (units)
Market Scale

(CY20/21) 116 95

Nikon 46 31
Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)
Market Scale

(CY20/21) 390 460

Nikon 17/18 39/22

211.2
240.0

39.4 35.0

0

100

200

300

FY22/3
Actual

FY23/3
Forecast

¥300B

Note: In the FY2023/3, “Next Generation Project Div.” transfers from Precision Equipment Business to Corporate P/L non-attributable to any reportable segments, 
and retroactively applied to the FY2022/3. ¥11.7B of recombinant will be planed in the FY2022/3.
Both “Market Scale” and sales units of Nikon in the number of semiconductor lithography systems for the FY2023/3 includes submicron exposure equipment
for the non-miniaturization region including i-line systems.  (Numbers of this part for the FY2022/3 are also shown as the new unit recording basis.)
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Forecast for the year ending March 31, 2023:
Healthcare Business

Revenue Operating profit • Revenue: Up ¥6.8B YoY
- Expect another record-high year in revenue.
- Biological microscopes revenue to grow on expanded sales of 

new products mainly in North America and revenue growth 
from developing private sector markets.

- Retinal diagnostic imaging systems revenue to remain 
almost flat due to expanded sales in Europe and Asia, 
although revenue in North America to decline in reaction to 
the increase in sales in the previous fiscal year.

- Strive to maintain stable supply as both biological microscopes 
and retinal diagnostic imaging systems continue to be 
impacted by semiconductor parts and logistics constraints.

• Operating profit: Up ¥1.7B YoY
- Operating profit to grow on increased revenue of biological 

microscopes.
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Revenue Operating profit
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Forecast for the year ending March 31, 2023:
Components Business

¥80B
• Revenue: Up ¥12.2B YoY

- EUV related components, optical parts for semiconductor 
related products and optical components, etc., to contribute to 
expanded sales.

• Operating profit: Up ¥4.3B YoY
- Operating profit to grow substantially due to increased 

revenue.
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Forecast for the year ending March 31, 2023:
Industrial Metrology and Others

Revenue Operating profit • Revenue: Up ¥1.0B YoY
- In the Industrial Metrology Business, we expect continued 

strength in sales of image metrology equipment and expanded 
sales in X-ray inspection systems and non-contact metrology 
systems, etc.

• Operating profit: Up ¥1.1B YoY
- Operating profit to grow on improved utilization rates at 

domestic production subsidiaries included in Others.
- In the Industrial Metrology Business, we expect expenses to 

rise on new product R&D and measures to strengthen sales 
infrastructure.
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Reference Data
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FPD Scanner
[FX-103SH/S]

Alignment Station
[Litho Booster]

Contract Cell 
Manufacturing

Non-Contact Large-Volume 
Inspection System

[APDIS]

Intelligent actuator units
[C3 eMotion]

Photomask 
Substrates for FPD

X-ray and CT Inspection 
[XT H 225 ST 2x]

CNC Video Measuring System 
[NEXIV VMZ-S Series]

Optical Processing 
Machine

[Lasermeister102A]

ArF Immersion Scanner
[NSR-S635E]

Optical Components

Confocal Microscope System 
[AX/AX R]

Ultra-Widefield
retinal diagnostic imaging 

systems with 
Integrated UWF-Guided Swept 

Source OCT
「Silverstone」

Mirrorless Camera [Z 9] Mirrorless Camera [Z fc] NIRROR Lens [NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S]

Business segments and major products

Automatic Macro 
Inspection System 

[AMI-5700]

Segments Description Major products

Imaging 
Products
Business

Digital camera-interchangeable lens type
Interchangeable lens
Compact camera

Precision
Equipment
Business

FPD lithography system
Semiconductor lithography system
Alignment Station
Measuring & inspection systems

Healthcare
Business

Biological microscope
Retinal diagnostic imaging system
Contract Cell Manufacturing business

Components
Business

EUV related component
Optical components, Optical parts
Encoders and Actuators
Photomask substrate for FPD
Optical processing machine and
Contract material processing

Industrial 
Metrology
and Others

Measuring instrument
X-ray inspection system
Industrial Microscope
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Forecast for the year ending March 31, 2023

FY2020/3 FY2021/3

Full Year Full Year 1H 2H Full Year 1H 2H Full Year
Revenue      591.0       451.2   273.0   266.6   539.6   295.0   325.0   620.0

Operating Profit          6.7        -56.2     32.1     17.8     49.9     23.0     27.0     50.0
% vs Revenue 1.1% -12.5% 11.8% 6.7% 9.3% 7.8% 8.3% 8.1%

Profit before income taxes        11.8        -45.3     35.9     21.1     57.0     24.0     28.0     52.0
% vs Revenue 2.0% -10.0% 13.2% 7.9% 10.6% 8.1% 8.6% 8.4%

% vs Revenue 1.3% -7.6% 9.7% 6.1% 7.9% 5.8% 6.5% 6.1%

EPS    ¥19.93    ¥-93.96
Annual Dividends       ¥40        ¥20

ROE 1.3% -6.4%
FCF       -4.8       22.9

Exchange Rate: US$       ¥109      ¥106  ¥110  ¥115  ¥112
EURO       ¥121      ¥124  ¥131  ¥130  ¥131

Billions of Yen

FY2022/3 FY2023/3

         7.6        -34.4     26.4     16.2     42.6     17.0     21.0     38.0

                 ¥120
                 ¥130

 -

Profit attributable to
owners of the parent

              ¥116.23               ¥103.47
                 ¥40                     ¥40

7.5% 6.5%
                30.9


P4 ▲通期実績 連結

														データ入力エリア ニュウリョク



								単位：億円		21年3月期		前回予想		22年3月期		前年比		前回予想比				20年3月期 ネン ガツキ

										実績		（2/3）		実績								実績 ジッセキ

								売上収益		4,512		5,500		5,396		+884		▲104				5,910

								営業利益		▲562		470		499		+1,061		+29				67

								営業利益率		▲12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								税引前利益		▲453		530		570		+1,023		+40				118

								税引前利益率		▲10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								当期利益		▲344		390		426		+770		+36				76

								（親会社の所有者に帰属）								-		-

								当期利益率		▲7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		229		-		309		+80		-				▲48

								年間配当		20円		40円		40円		20円		0円				40円

								為替：USドル		106円		112円		112円		売上収益への予想影響 (億円)						109円

																195		7

								　　ユーロ		124円		130円		131円		営業利益への予想影響 (億円)						121円

																63		3



								Billions of yen		FY2021/3		Previous Forecast		FY2022/3		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				FY2020/3

										Actual (A)		(Feb.3) (B)		Actual (C)								Actual

								Revenue		451.2		550.0		539.6		+88.4		-10.4				591.0

								Operating Profit		-56.2		47.0		49.9		+106.1		+2.9				6.7

								% vs Revenue		-12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								Profit before income taxes 		-45.3		53.0		57.0		+102.3		+4.0				11.8

								% vs Revenue		-10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								Profit attributable to owners of the parent		-34.4		39.0		42.6		+77.0		+3.6				7.6

								% vs Revenue		-7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		22.9		-		30.9		+8.0		-				-4.8

								Annual Dividends		¥20		¥40		¥40		+¥20		±0				¥40

								Exchange Rate:
US$		¥106		¥112		¥112		Impact on revenue						¥109

																+19.5		+0.7

								EURO		¥124		¥130		¥131		Impact on operating profit						¥121

																+6.3		+0.3



																1.3%



データ反映エリア

データ入力エリア

データ反映エリア

データ入力エリア



P5 通期実績 セグ別

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

												単位：億円		21年3月期
実績		前回予想
（2/3）		22年3月期
実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン								Billions of Yen		FY2021/3
Actual (A)		Previous Forecast
(Feb.3) (B)		FY2022/3
Actual (C)		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		+18.7%		▲1.0%				280		▲18						Imaging Products Business		Revenue		150.2		180.0		178.2		+18.7%		-1.0%				28.0		▲1.8

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		+553億円		▲10億円				553		▲10								Operating profit		-36.3		20.0		19.0		+¥55.3B		-¥1.0B				55.3		▲1.0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		+14.3%		▲4.0%				265		▲88						Precision Equipment Business		Revenue		184.7		220.0		211.2		+14.3%		-4.0%				26.5		▲8.8

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		+283億円		+22億円				283		22								Operating profit		-0.6		25.5		27.7		+¥28.3B		+¥2.2B				28.3		2.2

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		+16.5%		+0.3%				104		2						Healthcare Business		Revenue		62.8		73.0		73.2		+16.5%		+0.3%				10.4		0.2

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		+73億円		+8億円				73		8								Operating profit		-3.0		3.5		4.3		+¥7.3B		+¥0.8B				7.3		0.8

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		+58.5%		▲2.7%				151		▲12						Components Business		Revenue		25.7		42.0		40.8		+58.5%		-2.7%				15.1		▲1.2

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		+126億円		+2億円				126		2								Operating profit		0.1		12.5		12.7		+¥12.6B		+¥0.2B				12.6		0.2

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		+30.6%		+3.0%				84		10						Industrial Metrology
and Others		Revenue		27.6		35.0		36.0		+30.6%		+3.0%				8.4		1.0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		+41億円		+14億円				41		14								Operating profit		-1.2		1.5		2.9		+¥4.1B		+¥1.4B				4.1		1.4

				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ				各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲150		▲160		▲169		▲19億円		▲9億円				▲19		▲9						Corporate P/L 
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-15.0		-16.0		-16.9		-¥1.9B		-¥0.9B				▲1.9		▲0.9

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		+19.6%		▲1.9%				884		▲104						Consolidated		Revenue		451.2		550.0		539.6		+19.6%		-1.9%				88.4		▲10.4

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		499		+1,061億円		+29億円				1,061		29								Operating profit		-56.2		47.0		49.9		+¥106.1B		+¥2.9B				106.1		2.9



																																																				

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

										単位：億円				21年3月期実績		前回予想
（2/3）		22年3月期実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン																						前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		18.7%		▲1.0%				280		▲18																						0		0

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		553億円		▲10億円				553		▲10																						0		0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		14.3%		▲4.0%				265		▲88																						0		0

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		283億円		22億円				283		22																						0		0

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		16.5%		0.3%				104		2																						0		0

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		73億円		8億円				73		8																						0		0

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		58.5%		▲2.7%				151		▲12																						0		0

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		126億円		2億円				126		2																						0		0

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		30.6%		3.0%				84		10																						0		0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		41億円		14億円				41		14																						0		0

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				各セグメントに配賦		営業利益		▲150		▲160		▲289		▲19億円		▲9億円				▲139		▲129																						0		0

				本社管理部門						されない全社損益		本社管理部門

				事業開発部門								事業開発部門

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		19.6%		▲1.9%				884		▲104																						0		0

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		500		1,061億円		29億円				1,062		30																						0		0





P6 ■通期実績 映像

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,502		1,800		1,782				280		-18				Revenue		150.2		180.0		178.2				28.0		-1.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		(363)		200		190				553		-10				Operating profit		-36.3		20.0		19.0				55.3		-1.0

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ												FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Forecast
(May.12)



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		552		520		512				-40		-8				Market Scale		5,520		5,200		5,120				-5,008		-4,688

				　ニコン		84		70		70				-14		0				Nikon		840		700		700				-770		-630

				交換レンズ（万本）																Interchangeable Lens (units:1,000)

				　市場規模		911		920		939				28		19				Market Scale		9,110		9,200		9,390				-8,171		-8,261

				　ニコン		135		130		127				-8		-3				Nikon		1,350		1,300		1,270				-1,223		-1,173

				コンパクトデジタルカメラ（万台）																Compact DSC (units:1,000)

				　市場規模		343		285		272				-71		-13				Market Scale		3,430		2,850		2,720				-3,158		-2,578

				　ニコン		26		20		19				-7		-1				Nikon		260		200		190				-241		-181





P7 通期実績 精機

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ								FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,847		2,200		2,112				265		-88						Revenue		184.7		220.0		211.2				1,927		1,892

				営業利益 エイギョウ リエキ		-6		255		277				283		22						Operating profit		-0.6		25.5		27.7				278		252



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual



				FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		16/11		12/20		9/18				-7/7		-3/-2						Nikon		16/11		12/20		11/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		11				-7		-3

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2





						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新① シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		なし		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 1月時点の見込み
確認必要		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新② シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		UG		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		(CY20/21)																		(CY20/21)

		なし		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

				UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









		新③ シン				21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		 市場規模　(CY20/21) シジョウ キボ		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

		なし		半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ																														



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8				1		0

				UG		5		3		3				-2		0						UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2

				測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0						測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0









P8-10 通期実績 セグ別(映・精以外)

				ヘルスケア																ヘルスケア

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		628		730		732				104		2				Revenue		62.8		73.0		73.2				10.4		0.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		-30		35		43				73		8				Operating profit		-3.0		3.5		4.3				7.3		0.8

				コンポーネント																コンポーネント

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		257		420		408				151		-12				Revenue		25.7		42.0		40.8				15.1		-1.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		125		127				126		2				Operating profit		0.1		12.5		12.7				12.6		0.2

																																

																																

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ																産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																																

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		276		350		360				84		10				Revenue		27.6		35.0		36.0				8.4		1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		-12		15		29				41		14				Operating profit		-1.2		1.5		2.9				4.1		1.4





P13 ▲FY23通期 連結

						単位：億円		22年3月期
実績		23年3月期
見通し		前年比

						売上収益		5,396		6,200		+804

						営業利益		499		500		+1

						営業利益率		9.3%		8.1%

						税引前利益		570		520		▲50

						税引前利益率		10.6%		8.4%

						当期利益		426		380		▲46

						（親会社の所有者に帰属）		0

						当期利益率		7.9%		6.1%

						EPS		116.23円		103.47円		▲12.76円

						年間配当		40円		40円		ー

						為替：USドル		112円		120円		売上収益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+164

						　　ユーロ		131円		130円		営業利益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+32



						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

						Revenue		539.6		620.0		+80.4

						Operating Profit		49.9		50.0		+0.1								115.56

						% vs Revenue		9.3%		8.1%										103.54

						Profit before income taxes 		57.0		52.0		-5.0								-12.02

						% vs Revenue		10.6%		8.4%

						Profit attributable to 
owners of the parent		42.6		38.0		-4.6

						% vs Revenue		7.9%		6.1%

						EPS		¥116.23		¥103.47		-¥12.76

						Annual Dividends		¥40		¥40		±0

						Exchange Rate:
US$		¥112		¥120		Impact on revenue

								¥112		Impact on revenue		+16.4

						EURO		¥131		¥130		Impact on operating profit

								¥131		Impact on operating profit		+3.2







P15 ■FY23通期 新セグ別

								新セグ：シート「P23 ■セグ別 半期別 (FY21_22)」より シン

								↓

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓				↓

								積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ														単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比				前年差異 ゼンネン サイ						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,100				0		2,100				映像事業売上収益		映像事業		178233938396				映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%				318				Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		220				0		220				映像事業営業利益		映像事業								営業利益		190		220		+30億円				30						Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,400				0		2,400				精機事業売上収益		精機事業		211215808127				精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%				288				Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		350				0		350				精機事業営業利益		精機事業								営業利益		394		350		▲44億円				▲44						Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		800				0		800				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		73242937726				ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%				68				Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		60				0		60				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業								営業利益		43		60		+17億円				17						Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		530				0		530				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		40868991737				コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%				122				Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		170				0		170				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業								営業利益		127		170		+43億円				43						Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		370				0		370				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他		36050015883				産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%				10				Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		40				0		40				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他								営業利益		29		40		+11億円				11						Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

		全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャソンエキ		営業利益		(340)				0		(340)				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ						各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲286		▲340		▲54億円				▲54				Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.6		-34.0		-¥5.4B

		内、成長投資関連費用				内、成長投資関連費用		(220)				0		(220)				内、成長投資関連費用										内、成長投資関連費用		▲218		▲220		▲2億円				▲2						Growth Investment Related Cost		-21.8		-22.0		-¥0.2B

		内、共用部門費用				内、共用部門費用		(130)				0		(130)				内、共用部門費用										内、共用部門費用		▲80		▲130		▲50億円				▲50						Corporate expense		-8.0		-13.0		-¥5.0B

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		6,200				0		6,200				連結売上収益		連結		539611691869				連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%				804				Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

		連結営業利益		連結		営業利益		500				0		500				連結営業利益		連結								営業利益		499		500		+1億円				1						Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B



								6,200		0				6,200

								500		0				500																																▲29.8		▲35.0		▲5.2

																												単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比										Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

																										映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%								Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

																												営業利益		190		220		+30億円										Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

																										精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%								Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

																												営業利益		394		350		▲44億円										Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

																										ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%								Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

																												営業利益		43		60		+17億円										Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

																										コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%								Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

																												営業利益		127		170		+43億円										Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

																										産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%								Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

																												営業利益		29		40		+11億円										Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

																										各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲286		▲340		▲54億円								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.6		-34.0		-¥5.4B

																										連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%								Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

																												営業利益		499		500		+1億円										Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B





P16 ▲通期実績 映像 (FY22 新ｾｸﾞ)

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782		2,100				318				Revenue		178.2		210.0				31.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		190		220				30				Operating profit		19.0		22.0				3.0

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）								前年
差異 ゼンネン サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)								前年
差異 ゼンネン サイ

				　市場規模		512		510				-2				Market Scale		5,120		5,100				-20

				　ニコン		70		70				0				Nikon		700		700				0

				交換レンズ（万本）												Interchangeable Lens (units:1,000)								

				　市場規模		939		940				1				Market Scale		9,390		9,400				10

				　ニコン		127		125				-2				Nikon		1,270		1,250				-20

				コンパクトデジタルカメラ（万台）												Compact DSC (units:1,000)								

				　市場規模		272		220				-52				Market Scale		2,720		2,200				-520

				　ニコン		19		10				-9				Nikon		190		100				-90





P17 ▲通期実績 精機 (FY22 新ｾｸﾞ)

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

						売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,112		2,400				288				Revenue		211.2		240.0				29

						営業利益 エイギョウ リエキ		394		350				-44				Operating profit		39.4		35.0				-4



								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		従来 ジュウライ

						FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ

						　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15

						半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)								

						　市場規模 		370		440				70				Market Scale		370		440				70

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		9/18		25/22				16/4				Nikon		9/18		25/22				16/4

																										

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		ミニステッパー		半装 ハンソウ		新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4





								22年3月期
(実績)		23年3月期
(見通し)										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新① シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25												Market Scale		　市場規模		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		なし				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

						　市場規模 		390		460				70				Market Scale		390		460				70												Market Scale		　市場規模 		390		460				ERROR:#VALUE!		70

						(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

						　ニコン		17/18		39/22				22/4				Nikon		17/18		39/22				22/4												Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4



																																																		

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4



				前提データ ゼンテイ		前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70				前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70

						ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0				ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0

						ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6				ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6







								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新② シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												(CY20/21)

		UG				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン																																				(CY20/21)

		なし																																				Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4

								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

						UG		3		6				3				UG		3		6				3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4









		新③ シン						22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Nikon		0/中古		17/18		39/22				ERROR:#VALUE!		16/4

		あり				半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ												Semiconductor Metrology/Inspection Systems　(New, units)																																

						　ニコン		52		82								Nikon		52		82



								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		新品		9		25				ERROR:#VALUE!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ミニステッパー		8		14				ERROR:#VALUE!		6

						UG		3		6				3				UG		3		6				3												UG		UG		3		6				ERROR:#VALUE!		3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		中古		18		22				ERROR:#VALUE!		4

						測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30				測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30												測検：AMI＋OST ソクケン		測検：AMI＋OST		52		82				ERROR:#VALUE!		30









P18-20 通期実績 映・精以外 (FY22 新ｾｸﾞ)

				ヘルスケア												ヘルスケア

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		732		800				68				Revenue		73.2		80.0				6.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		43		60				17				Operating profit		4.3		6.0				1.7

				コンポーネント												コンポーネント

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		408		530				122				Revenue		40.8		53.0				12.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		127		170				43				Operating profit		12.7		17.0				4.3

																								

																								

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ												産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																								

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		360		370				10				Revenue		36.0		37.0				1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		29		40				11				Operating profit		2.9		4.0				1.1





P23 セグ別 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		▲17.1		▲36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		217		60		277		130		220		350								Operating profit		48.0		▲0.6		21.7		6.0		27.7		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		▲2.4		▲3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components Business		Revenue		ー		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		ー		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		▲1.2		▲1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲50		▲119		▲169		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲23.6		▲15.0		▲5.0		▲11.9		▲16.9		▲15.0		▲19.0		▲34.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		▲56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

										5,908		4,510		2,727		2,667		5,394		2,950		3,250		6,200

										67		▲560		319		178		497		230		270		500

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen 		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products
Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		-17.1		-36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment
 Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		274		120		394		130		220		350								Operating profit		48.0		-0.6		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare
Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		-2.4		-3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components 
Business		Revenue		-		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		-		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology 
and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		-1.2		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦
されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲108		▲177		▲286		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-23.6		-15.0		-10.8		-17.7		-28.6		-15.0		-19.0		-34.0

								内、成長投資関連費用						▲104		▲114		▲218		▲100		▲120		▲220								Business reinforcement cost 						-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

								内、共用部門費用						▲22		▲58		▲80		▲60		▲70		▲130								Corporate expense						-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0





DIVA累計値
入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー
今期実績公表値)

決算発表済公表値

決算発表済公表値



P22 ▲連結 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 		20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期								Billions of Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

								通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期						Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200				Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

						営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500				Operating Profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

						営業利益率		1.1%		▲12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%				% vs Revenue		1.1%		-12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%

						税引前利益		118		▲453		359		211		570		240		280		520				Profit before income taxes 		11.8		-45.3		35.9		21.1		57.0		24.0		28.0		52.0

						税引前利益率		2.0%		▲10.0%		13.2%		7.9%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%				% vs Revenue		2.0%		-10.0%		13.2%		7.9%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%

						当期利益		76		▲344		264		162		426		170		210		380				Profit attributable to 
owners of the parent		7.6		-34.4		26.4		16.2		42.6		17.0		21.0		38.0

						（親会社の所有者に帰属）								ー

						当期利益率		1.3%		▲7.6％		9.7%		6.1%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%				% vs Revenue		1.3%		-7.6%		9.7%		6.1%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%

						EPS		19.93円		▲93.96円		116.23円						103.47								EPS		¥19.93		¥-93.96		¥116.23						¥103.47

						年間配当		40円		20円		40円						40円								Annual Dividends		¥40		¥20		¥40						¥40

						ROE		1.3%		▲6.4%		7.5%						6.5%								ROE		1.3%		-6.4%		7.5%						6.5%

						FCF		▲48		229		309						-								FCF		-4.8		22.9		30.9						-

						為替：USドル		109円		106円		110円		115円		112円		120円								Exchange Rate: US$		¥109		¥106		¥110		¥115		¥112		¥120

						　　ユーロ		121円		124円		131円		130円		131円		130円								EURO		¥121		¥124		¥131		¥130		¥131		¥130







P24 ■セグ別 新セグQ別 (FY21)

																										44665

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ								反映 ハンエイ				通期公表案ー3Q累計 ツウキ コウヒョウ アン ルイケイ				通期公表案 ツウキ コウヒョウアン		入力 ニュウリョク								参考 サンコウ								計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓		↓		↓								↓				↓				↓		↓																↓																		複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																																										複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																												単年　FY2021 タンネン																単年　FY2021 タンネン

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ				FY2022				積上げ ツミア										補正値 ホセイチ								自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス								開示 カイジ										検算 ケンザン								単位：億円　 				22年3月期								23年3月期										22年3月期 ネン ガツ キ		23年3月期 ネン ガツ キ																		Billions of  Yen　 				FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期												Billions of  Yen　 				FY2022/3

																						Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				0		1,782				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		559.7		440.3		664.8		435.2		2,100		1								0		(0)		(1)		1		560		440		664		436		2,100		2,100		1,000		1,100				映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				0		190				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		84.0		46.0		86.7		3.3		220										0		0		(1)		1		84		46		86		4		220		220		130		90						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																		Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				0		2,112				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		534.9		615.1		762.7		487.3		2,400		(4)		5						(5)		5		(1)		1		530		620		762		488		2,400		2,400		1,150		1,250				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		277				0		277				精機事業		営業利益		97.0		33.0		145.6		74.4		350										0		0		(1)		1		97		33		145		75		350		350		130		220						営業利益		106		111		31		29		97		33		145		75				277		350																				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		9.7		3.3		14.5		7.5				27.7		35.0						営業利益		106		111		31		29		277		旧セグ キュウ				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		27.7		旧セグ キュウ

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		732				0		732				ヘルスケア事業		売上収益		181.0		199.0		195.4		224.6		800				1						(1)		1		(0)		0		180		200		195		225		800		800		380		420				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43				ヘルスケア事業		営業利益		7.0		23.0		11.7		18.3		60										0		0		(1)		1		7		23		11		19		60		60		30		30						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		408				0		408				コンポーネント事業		売上収益		130.7		129.3		120.4		149.6		530				1						(1)		1		(0)		0		130		130		120		150		530		530		260		270				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		127				0		127				コンポーネント事業		営業利益		41.0		39.0		48.3		41.7		170										0		0		(0)		0		41		39		48		42		170		170		80		90						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				0		360				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		88.5		71.5		102.3		107.7		370		(8)		9						(9)		9		(0)		0		80		80		102		108		370		370		160		210				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

		産業売上		産業売上 サンギョウ ウリアゲ														産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		5.0		5.0		14.6		15.4		40										0		0		(1)		1		5		5		14		16		40		40		10		30				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲73		▲77		▲92		▲98				▲169		▲340		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲1.5		▲3.5		▲4.8		▲7.1		▲7.3		▲7.7		▲9.2		▲9.8				▲16.9		▲34.0				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲169		旧セグ キュウ		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-1.5		-3.5		-4.8		-7.1		-16.9		旧セグ キュウ

		産業営業利益産業分		産業営業利益 エイギョウリエキ														産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

		全社損益売上収益		全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

		全社損益営業利益		全社損益		営業利益		(169)				0		(169)				全社損益		営業利益		-73.0		-104.0		-92.0		-98.0		(367)				27						0		27		0		0		(73)		(77)		(92)		(98)		(340)		(340)		(150)		(190)

						売上収益								0						内、成長投資関連費用		-53.0		-54.0		-53.0		-56.0		(216)				7						0		7		0		(11)		-53		-47		-53		-67		-220		(220)		(100)		(120)				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		5,394				検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		539

						営業利益								0						内、共用部門費用		-29.0		-31.0		-38.0		-42.0		(140)								-10		0		0		0		10		-29		-31		-38		-32		-130		(130)		(60)		(70)						営業利益		198		121		149		29		161		69		212		58				497		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		198		121		149		29		497						営業利益		20		12		15		3		50

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		5,396				0		5,396				連結 レンケツ		売上収益		1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200				1						(1)		1		(1)		1		1,494		1,456		1,845		1,405		6,200		6,200		2,950		3,250

		連結営業利益		連結		営業利益		499				0		499				連結		営業利益		161.0		42.0		215.0		57.6		500				27						0		27		(1)		(2)		161		69		214		56		500		500		230		270				単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		次世代プロジェクト ジセダイ		27		30		27		33

						税前利益 ゼイマエ リエキ		570				0		570

						当期利益 トウキ リエキ		426				0		426								1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200																		1,480		1,470		1,843		1,407		6,200		6,200		2,950		3,250				上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ																																										上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ

																						161.0		42.0		215.0		55.0		473																		161		69		212		58		500		500		230		270

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ								通期 ツウキ																																												 		単位：億円 オクエン		22年3月期 キ								23年3月期										22年
3月期 ネン ガツ キ		23年
3月期 ネン ガツ キ																				Billions of Yen		FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期														Billions of  Yen　 		FY2022/3

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ				為替 カワセ		US$		120																																																Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				(0)		1,782						€		130																																												映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				(0)		190																																																						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220																				Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				(0)		2,112																																																				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

				精機事業		営業利益		398				(0)		398																																																						営業利益		133		141		58		62		97		33		145		75				394		350		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグ
		←		FY21は通期合計貼り付けから、Q4差引。FY22はQ別を累計。 ツウキ ゴウケイ ハ ツ サシヒキ ベツ ルイケイ														Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		9.7		3.3		14.5		7.5				39.4		35.0						営業利益		133		141		58		62		394		新セグ シン				Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		39.4		新セグ シン

				ヘルスケア事業		売上収益		732				(0)		732																																																				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

				ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43																																																						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

				コンポーネント事業		売上収益		409				(1)		408																																																				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

				コンポーネント事業		営業利益		127				0		127																																																						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				(0)		360																																																				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

				産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン		308				(0)		308																																																						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29																																																						営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲73		▲77		▲92		▲98				▲285		▲340																				Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-7.3		-7.7		-9.2		-9.8				-28.5		-34.0				各セグメントに配賦		営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲285		新セグ シン		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-28.5		新セグ シン

				産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン		12				(1)		11																																												全社費用 A ゼンシャヒヨウ								各セグメントに
配賦されない全社損益		内、成長投資関連費用 セイチョウトウシ カンレン ヒヨウ		▲50		▲54		▲53		▲61		▲53		▲47		▲53		▲67				▲218		▲220																				Business Reinforcement Cost		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-5.3		-4.7		-5.3		-6.7				-21.8		-22.0				されない全社損益		内、成長投資関連費用		▲50		▲54		▲53		▲61		▲218		全社費用 A ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense related to investment in growth		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-21.8		全社費用 A ゼンシャヒヨウ

				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0																																												全社費用 B ゼンシャヒヨウ										内、共用部門費用		1		▲23		▲27		▲31		▲29		▲31		▲38		▲32				▲80		▲130																				Corporate Expense		0.1		-2.3		-2.7		-3.1		-2.9		-3.1		-3.8		-3.2				-8.0		-13.0						内、共用部門費用		1		▲23		▲27		▲31		▲80		全社費用 B ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense for administration department		0.1		-2.3		-2.7		-3.1		-8.0		全社費用 B ゼンシャヒヨウ

				全社損益		営業利益		(289)				0		(289)																																																				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

						内、成長投資関連費用								0																																																						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

						内、共用部門費用								0

				連結 レンケツ		売上収益		5,396				(0)		5,396																																																				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検算 ケンザン		売上収益		132.0		140.7		133.5		133.2		539.4

				連結		営業利益		500				(0)		500																																																						営業利益		197		121		148		32		161		69		212		58				498		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		197		121		148		32		498						営業利益		19.7		12.1		14.8		3.2		49.8



																																																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク

																																																																												-113.4		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)																		次世代 (to全社損益) ジセダイ ゼンシャ ソンエキ				-25.0		-27.2		-29.6		-31.6		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)

								5,396						5,394

								498						498



																																																																																																																																																										Billions of  Yen　 		FY2022/3						FY2023/3

																																																																																																																																																												1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

																																																																																																																																																								Imaging Products Business		Revenue		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

																																																																																																																																																										Operating profit		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

																																																																																																																																																								Precision Equipment Business		Revenue		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

																																																																																																																																																										Operating profit		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

																																																																																																																																																								Healthcare Business		Revenue		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

																																																																																																																																																										Operating profit		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

																																																																																																																																																								Components Business		Revenue		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

																																																																																																																																																										Operating profit		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

																																																																																																																																																								Industrial Metrology and Others		Revenue		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

																																																																																																																																																										Operating profit		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

																																																																																																																																																								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-10.8		-17.7		-28.5		-15.0		-19.0		-34.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense related to investment in growth		-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense for administration department		-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

																																																																																																																																																								Consolidated		Revenue		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

																																																																																																																																																										Operating profit		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

																																																																																																																																																												-43		-65		-76		-101		-73		-77		-92		-98

																																																																																																																																																												-50		-54		-53		-61		-53		-47		-53		-67

																																																																																																																																																												1		-23		-26		-32		-29		-31		-38		-32



決算発表済公表値

DIVA累計値入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー実績)

決算発表済公表値

差引額
(見込累計ー実績)

決算発表済公表値

差引額
(見込累計ー実績)

FY21 Q別
積上げ検算用

決算発表済公表値

DIVA累計値入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー実績)

決算発表済公表値

DIVA累計値入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー実績)

決算発表済公表値

差引額
(見込累計ー実績)

FY21 Q4算出用
累計額

FY21 Q別
積上げ検算用

DIVA入力箇所 (年度予算)



P27 BS 費目別

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		3,441		3,362		3,286		3,138		3,253						資本合計 シホン ゴウケイ		5,735		6,167		5,417		5,387		5,999

				その他の金融
・流動資産 タ キンユウ リュウドウ シサン		258		186		190		156		148						その他負債 タ フサイ		2,199		1,965		1,492		1,403		1,476

				棚卸資産 タナオロシシサン		2,355		2,533		2,465		2,357		2,389						有利子負債 ユウ リシ フサイ		1,283		1,289		1,391		1,476		1,530

				売上債権
・その他の債権 ウリアゲ サイケン タ サイケン		1,045		1,158		877		729		905						前受け金 マエウ キン		1,766		1,928		1,758		1,631		1,392

				現金・
現金同等物 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ		3,884		4,110		3,240		3,517		3,702								10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

						10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

																						〇		〇		〇		〇		〇

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				Non-current assets		344.1		336.2		328.6		313.8		325.3						Total equity		573.5		616.7		541.7		538.7		599.9

				Other current financial/current assets		25.8		18.6		19.0		15.6		14.8						Other liabilities		219.9		196.5		149.2		140.3		147.6

				Inventories		235.5		253.3		246.5		235.7		238.9						Interest-bearing debt		128.3		128.9		139.1		147.6		153.0

				Trade & other receivables		104.5		115.8		87.7		72.9		90.5						Advances received		176.6		192.8		175.8		163.1		139.2

				Cash & Cash Equivalents		388.4		411.0		324.0		351.7		370.2								1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

						1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

																						〇		〇		〇		〇		〇







P28 設備投資・棚卸資産

		設備投資 セツビトウシ				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				設備投資 セツビ トウシ		249		287		305		425		400						Capital Expenditures		24.9		28.7		30.5		42.5		40.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		278		341		280		249		270						Depreciation		27.8		34.1		28.0		24.9		27.0

		棚卸資産 タナオロシ シサン				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				映像 エイゾウ		552		642		510		375		452						Imaging Products		55.2		64.2		51.0		37.5		45.2

				精機 セイキ		1,315		1,366		1,468		1,467		1,351						Precision Equipment		131.5		136.6		146.8		146.7		135.1

				ヘルスケア		152		157		178		158		190						Healthcare		15.2		15.7		17.8		15.8		19.0

				コンポーネント				187		79		87		97						Components		0.0		18.7		7.9		8.7		9.7

				産業機器・その他 サンギョウキキ タ		336		181		230		270		299						Industrial Metrology and Others		33.6		18.1		23.0		27.0		29.9

						2,355		2,533		2,465		2,357		2,389								235.5		253.3		246.5		235.7		238.9

														変更なし ヘンコウ





P29 セグ別売上グラフ

										変更なし ヘンコウ

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						Revenue		% Seg		Revenue		% Seg

				映像 エイゾウ		1,502		33%		1,782		33%				Imaging Products		150.2		33%		178.2		33%

				精機 セイキ		1,847		41%		2,112		39%				Precision Equipment		184.7		41%		211.2		39%

				ヘルスケア		628		14%		732		14%				Healthcare		62.8		14%		73.2		14%

				コンポーネント		257		6%		408		8%				Components		25.7		6%		40.8		8%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		275		6%		360		7%				Industrial Metrology and Others		27.5		6%		36.0		7%

						4,512				5,396								451.2				539.6

						4,509		100%		5,394		100%						451		100%		539		100%

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				日本 ニホン				0%				0%				Japan				0%				0%

				米国 ベイコク				0%				0%				United States				0%				0%

				欧州 オウシュウ				0%				0%				Europe				0%				0%

				中国 チュウゴク				0%				0%				China				0%				0%

				その他 タ				0%				0%				Others				0%				0%

						5,396				4,063								5,396				4,063

						0		0%		0		0%						0		0%		0		0%





P30 研究開発費

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ														R&D

						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
(見通し) ミトオ						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
Forecast

				研究開発投資 ケンキュウ カイハツ トウシ		639		622		599		611		640				R&D Expenditures		63.9		62.2		59.9		61.1		64.0

				研究開発投資対
売上収益比率 ケンキュウ カイハツ トウシ タイ ウリアゲ シュウエキ ヒリツ		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%				R&D vs Revenue (%)		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%

				全社売上 ゼンシャ ウリアゲ								5396		6200				Revenue								539.6		620



						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ										22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン										内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ								金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				映像 エイゾウ		152		25%		170		27%						Imaging Products		15.2		25%		17		27%

				精機 セイキ		185		30%		200		31%						Precision Equipment		18.5		30%		20		31%

				ヘルスケア		60		10%		55		9%						Healthcare		6		10%		5.5		9%

				コンポーネント		28		5%		40		6%						Components		2.8		5%		4		6%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		15		2%		25		4%						Industrial Metrology and Others		1.5		2%		2.5		4%

				共用部門 キョウヨウ ブモン		171		28%		150		23%						Corporate
(Undistribued)		17.1		28%		15		23%

						611		100%		640		100%								61.1		100%		64		100%

						611				640										61.1				64.0





P31 CF

						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				営業利益		7		562		826		67		-562		499				Operating Profit		0.7		56.2		82.6		6.7		-56.2		49.9

				営業CF		973		1,250		689		164		49		313				Cash Flows from
operating activities		97.3		125.0		68.9		16.4		4.9		31.3

				投資CF		-406		-348		-253		-212		180		-3				Net cash used 
in investing activities		-40.6		-34.8		-25.3		-21.2		18.0		-0.3

				FCF		566		902		435		-48		229		309				Free cash flow		56.6		90.2		43.5		-4.8		22.9		30.9

				財務CF		155		-199		-215		-727		-49		-261				Net cash used 
in financing activities		15.5		-19.9		-21.5		-72.7		-4.9		-26.1





P32 映像 カテゴリー別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		23/3-Q4

				レンズ交換式デジタルカメラ コウカン シキ		72		59		85		46		57		50		64		35		45		35		58		24		14		24		28		18		22		17		16		15		70

				交換レンズ コウカン		108		94		130		69		89		76		102		50		74		57		95		39		22		39		47		27		39		27		36		25		127

				レンズ一体型デジタルカメラ イッタイガタ		77		62		72		40		43		42		45		30		27		23		23		11		5		7		8		6		7		6		4		2		19

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		257		215		287		155		189		168		211		115		146		115		176		74		41		70		83		51		68		50		56		42

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				DCIL(Digtal Camera-Interchangeable Lens Type)		720		590		850		460		570		500		640		350		450		350		580		240		140		240		280		180		220		170		160		150

				Interchangeable Lens		1,080		940		1,300		690		890		760		1,020		500		740		570		950		390		220		390		470		270		390		270		360		250

				CDSC(Compact Digital Still Camera)		770		620		720		400		430		420		450		300		270		230		230		110		50		70		80		60		70		60		40		20

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		2,570		2,150		2,870		1,550		1,890		1,680		2,110		1,150		1,460		1,150		1,760		740		410		700		830		510		680		500		560		420





P33 精機 事業別台数

																								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3		23/3

																								Actual		Actual		Actual		Actual		Actual		Forecast

																								18/3Actual		19/3Actual		20/3Actual		21/3Actual		22/3Actual		23/3Forecast

						18/3
(実績） ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17						5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17

				7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6						7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6

				10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8						10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8

						67		70		27		29		46		31								67		70		27		29		46		31

				確認 to スライド カクニン								29		46		31						確認 to スライド カクニン								29		46		31



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 セン		12		20		14		10		16		18						i線 セン		12		20		14		10		16		18

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						30		41		45		27		27		47								30		41		45		27		27		47

				確認 to スライド カクニン								27		27		47						確認 to スライド17 カクニン								27		27		47



		ミニステッパー追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						33		47		49		34		35		61								33		47		49		34		35		61



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				確認 to スライド カクニン										35		61						確認 to スライド17 カクニン										35		61



		ミニステッパー+UG追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		13						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12						ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12

						39		52		53		39		38		65								39		52		53		39		38		63



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2						UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2

				UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2						UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2

				確認 to スライド カクニン										38		67						確認 to スライド17 カクニン										38		67







P35 半装 Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9

																																				27								27

																																		確認 to スライド→ カクニン		OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9





(補助ﾃﾞｰﾀ) ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ等

																																																														2022/4/29差替え サシカ

				IR公表台数追加検討　→　ミニステッパー、測検（AMIとOST）、UG コウヒョウ ダイスウ ツイカ ケントウ ソク ケン



				過去販売台数実績 ハンバイ ダイスウ																																																		単位：台 タンイ ダイ				FY22計画 ケイカク

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ミニステッパー		1		1		0		1		3		2		1		1		2		6		1		0		2		1		4		2		2		2		1		7		0		5		0		3		8				ミニステッパー		14		24.0				0.6670731707

				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ																																5		10		7		9		31		13		15		9		15		52				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ		82		54.7		売上収益にはSISおよび号機外を含む ウリアゲ シュウエキ ゴウキ ガイ フク

				Litho Booster																								1						1		1				2				3						1		1		2				Litho Booster		3		32.0

				UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				UG		6		33.8		5.6333333333		16.9

				計 ケイ		2		3		1		3		9		3		1		1		6		11		1		2		3		3		9		9		13		13		11		46		14		22		10		19		65				計 ケイ		105		144.5

				【UG線源別内訳】 セン ゲン ベツ ウチワケ

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ArFDry UG																																																						ArFDry UG		2		6.1

				ArFimm UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				ArFimm UG		4		27.7





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12

																																												35

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12





P34 FPD Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				5/6世代 セダイ		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				7/8世代 セダイ		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1

				10.5世代 セダイ						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3		0		5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46

																																				OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				G5/6		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				G7/8		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1						

				G10.5						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3				5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ・UG)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3



				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

				UG (Dry ArF)		1		2		1		2		1		0		0		4		0		1		1		2		1		1		2		1		1		2		0		0

				UG (ArF Imm)

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1		0		2		0		1		2		4		2		3		2		7		0		2		2		2		0		1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12

																																												38

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12





測検品・LB

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16



AMI・OST	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	5	10	7	9	13	15	9	15	LB	21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	1	2	1	1	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	6	10	9	9	13	15	10	16	
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Financial forecast for the year ending March 31, 2023:
by Segments (New Segments)

Note: In FY2023/3, “Next Generation Project Div.” transfers from Precision Equipment Business to Corporate P/L non-attributable to any reportable segments (Expense related to investment in growth), 
and retroactively applied to the FY2022/3 and reorganized ¥11.7B for the FY2022/3.
“Expense related to investment in growth" are expenses mainly related to basic research, expense related to the creation of new businesses, and expense related to manufacturing innovation.
“Expense for administration department" are general administrative expense for head office functions, and corporate P/L non-attributable to any reportable segments.
Corporate P/L non-attributable to any reportable segments includes the elimination of intersegment transactions.

1H 2H Full Year 1H 2H Full Year
Revenue        89.2        89.0      178.2      100.0      110.0      210.0
Operating profit        12.5          6.5        19.0        13.0          9.0        22.0
Revenue      119.2        92.0      211.2      115.0      125.0      240.0
Operating profit        27.4        12.0        39.4        13.0        22.0        35.0
Revenue        33.0        40.2        73.2        38.0        42.0        80.0
Operating profit          0.9          3.4          4.3          3.0          3.0          6.0
Revenue        16.7        24.1        40.8        26.0        27.0        53.0
Operating profit          3.4          9.3        12.7          8.0          9.0        17.0
Revenue        14.6        21.4        36.0        16.0        21.0        37.0
Operating profit         -1.6          4.5          2.9          1.0          3.0          4.0
Operating profit       -10.7       -17.9       -28.6       -15.0       -19.0       -34.0

Broken out: Expense related to
investment in growth       -10.4       -11.4       -21.8       -10.0       -12.0       -22.0

Broken out: Expense for
administration department         -2.2         -5.8         -8.0         -6.0         -7.0       -13.0

Revenue      273.0      266.6      539.6      295.0      325.0      620.0
Operating profit        32.1        17.8        49.9        23.0        27.0        50.0

FY2023/3

Billions of  Yen

Industrial Metrology
and Others

Corporate P/L
non-attributable to

any reportable
segments

Imaging Products
Business

Precision Equipment
Business

Healthcare Business

Components Business

FY2022/3

Consolidated


P4 ▲通期実績 連結

														データ入力エリア ニュウリョク



								単位：億円		21年3月期		前回予想		22年3月期		前年比		前回予想比				20年3月期 ネン ガツキ

										実績		（2/3）		実績								実績 ジッセキ

								売上収益		4,512		5,500		5,396		+884		▲104				5,910

								営業利益		▲562		470		499		+1,061		+29				67

								営業利益率		▲12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								税引前利益		▲453		530		570		+1,023		+40				118

								税引前利益率		▲10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								当期利益		▲344		390		426		+770		+36				76

								（親会社の所有者に帰属）								-		-

								当期利益率		▲7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		229		-		309		+80		-				▲48

								年間配当		20円		40円		40円		20円		0円				40円

								為替：USドル		106円		112円		112円		売上収益への予想影響 (億円)						109円

																195		7

								　　ユーロ		124円		130円		131円		営業利益への予想影響 (億円)						121円

																63		3



								Billions of yen		FY2021/3		Previous Forecast		FY2022/3		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				FY2020/3

										Actual (A)		(Feb.3) (B)		Actual (C)								Actual

								Revenue		451.2		550.0		539.6		+88.4		-10.4				591.0

								Operating Profit		-56.2		47.0		49.9		+106.1		+2.9				6.7

								% vs Revenue		-12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								Profit before income taxes 		-45.3		53.0		57.0		+102.3		+4.0				11.8

								% vs Revenue		-10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								Profit attributable to owners of the parent		-34.4		39.0		42.6		+77.0		+3.6				7.6

								% vs Revenue		-7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		22.9		-		30.9		+8.0		-				-4.8

								Annual Dividends		¥20		¥40		¥40		+¥20		±0				¥40

								Exchange Rate:
US$		¥106		¥112		¥112		Impact on revenue						¥109

																+19.5		+0.7

								EURO		¥124		¥130		¥131		Impact on operating profit						¥121

																+6.3		+0.3



																1.3%



データ反映エリア

データ入力エリア

データ反映エリア

データ入力エリア



P5 通期実績 セグ別

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

												単位：億円		21年3月期
実績		前回予想
（2/3）		22年3月期
実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン								Billions of Yen		FY2021/3
Actual (A)		Previous Forecast
(Feb.3) (B)		FY2022/3
Actual (C)		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		+18.7%		▲1.0%				280		▲18						Imaging Products Business		Revenue		150.2		180.0		178.2		+18.7%		-1.0%				28.0		▲1.8

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		+553億円		▲10億円				553		▲10								Operating profit		-36.3		20.0		19.0		+¥55.3B		-¥1.0B				55.3		▲1.0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		+14.3%		▲4.0%				265		▲88						Precision Equipment Business		Revenue		184.7		220.0		211.2		+14.3%		-4.0%				26.5		▲8.8

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		+283億円		+22億円				283		22								Operating profit		-0.6		25.5		27.7		+¥28.3B		+¥2.2B				28.3		2.2

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		+16.5%		+0.3%				104		2						Healthcare Business		Revenue		62.8		73.0		73.2		+16.5%		+0.3%				10.4		0.2

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		+73億円		+8億円				73		8								Operating profit		-3.0		3.5		4.3		+¥7.3B		+¥0.8B				7.3		0.8

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		+58.5%		▲2.7%				151		▲12						Components Business		Revenue		25.7		42.0		40.8		+58.5%		-2.7%				15.1		▲1.2

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		+126億円		+2億円				126		2								Operating profit		0.1		12.5		12.7		+¥12.6B		+¥0.2B				12.6		0.2

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		+30.6%		+3.0%				84		10						Industrial Metrology
and Others		Revenue		27.6		35.0		36.0		+30.6%		+3.0%				8.4		1.0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		+41億円		+14億円				41		14								Operating profit		-1.2		1.5		2.9		+¥4.1B		+¥1.4B				4.1		1.4

				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ				各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲150		▲160		▲169		▲19億円		▲9億円				▲19		▲9						Corporate P/L 
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-15.0		-16.0		-16.9		-¥1.9B		-¥0.9B				▲1.9		▲0.9

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		+19.6%		▲1.9%				884		▲104						Consolidated		Revenue		451.2		550.0		539.6		+19.6%		-1.9%				88.4		▲10.4

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		499		+1,061億円		+29億円				1,061		29								Operating profit		-56.2		47.0		49.9		+¥106.1B		+¥2.9B				106.1		2.9



																																																				

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

										単位：億円				21年3月期実績		前回予想
（2/3）		22年3月期実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン																						前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		18.7%		▲1.0%				280		▲18																						0		0

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		553億円		▲10億円				553		▲10																						0		0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		14.3%		▲4.0%				265		▲88																						0		0

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		283億円		22億円				283		22																						0		0

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		16.5%		0.3%				104		2																						0		0

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		73億円		8億円				73		8																						0		0

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		58.5%		▲2.7%				151		▲12																						0		0

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		126億円		2億円				126		2																						0		0

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		30.6%		3.0%				84		10																						0		0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		41億円		14億円				41		14																						0		0

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				各セグメントに配賦		営業利益		▲150		▲160		▲289		▲19億円		▲9億円				▲139		▲129																						0		0

				本社管理部門						されない全社損益		本社管理部門

				事業開発部門								事業開発部門

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		19.6%		▲1.9%				884		▲104																						0		0

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		500		1,061億円		29億円				1,062		30																						0		0





P6 ■通期実績 映像

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,502		1,800		1,782				280		-18				Revenue		150.2		180.0		178.2				28.0		-1.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		(363)		200		190				553		-10				Operating profit		-36.3		20.0		19.0				55.3		-1.0

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ												FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Forecast
(May.12)



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		552		520		512				-40		-8				Market Scale		5,520		5,200		5,120				-5,008		-4,688

				　ニコン		84		70		70				-14		0				Nikon		840		700		700				-770		-630

				交換レンズ（万本）																Interchangeable Lens (units:1,000)

				　市場規模		911		920		939				28		19				Market Scale		9,110		9,200		9,390				-8,171		-8,261

				　ニコン		135		130		127				-8		-3				Nikon		1,350		1,300		1,270				-1,223		-1,173

				コンパクトデジタルカメラ（万台）																Compact DSC (units:1,000)

				　市場規模		343		285		272				-71		-13				Market Scale		3,430		2,850		2,720				-3,158		-2,578

				　ニコン		26		20		19				-7		-1				Nikon		260		200		190				-241		-181





P7 通期実績 精機

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ								FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,847		2,200		2,112				265		-88						Revenue		184.7		220.0		211.2				1,927		1,892

				営業利益 エイギョウ リエキ		-6		255		277				283		22						Operating profit		-0.6		25.5		27.7				278		252



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual



				FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		16/11		12/20		9/18				-7/7		-3/-2						Nikon		16/11		12/20		11/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		11				-7		-3

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2





						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新① シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		なし		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 1月時点の見込み
確認必要		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新② シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		UG		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		(CY20/21)																		(CY20/21)

		なし		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

				UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









		新③ シン				21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		 市場規模　(CY20/21) シジョウ キボ		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

		なし		半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ																														



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8				1		0

				UG		5		3		3				-2		0						UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2

				測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0						測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0









P8-10 通期実績 セグ別(映・精以外)

				ヘルスケア																ヘルスケア

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		628		730		732				104		2				Revenue		62.8		73.0		73.2				10.4		0.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		-30		35		43				73		8				Operating profit		-3.0		3.5		4.3				7.3		0.8

				コンポーネント																コンポーネント

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		257		420		408				151		-12				Revenue		25.7		42.0		40.8				15.1		-1.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		125		127				126		2				Operating profit		0.1		12.5		12.7				12.6		0.2

																																

																																

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ																産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																																

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		276		350		360				84		10				Revenue		27.6		35.0		36.0				8.4		1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		-12		15		29				41		14				Operating profit		-1.2		1.5		2.9				4.1		1.4





P13 ▲FY23通期 連結

						単位：億円		22年3月期
実績		23年3月期
見通し		前年比

						売上収益		5,396		6,200		+804

						営業利益		499		500		+1

						営業利益率		9.3%		8.1%

						税引前利益		570		520		▲50

						税引前利益率		10.6%		8.4%

						当期利益		426		380		▲46

						（親会社の所有者に帰属）		0

						当期利益率		7.9%		6.1%

						EPS		116.23円		103.47円		▲12.76円

						年間配当		40円		40円		ー

						為替：USドル		112円		120円		売上収益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+164

						　　ユーロ		131円		130円		営業利益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+32



						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

						Revenue		539.6		620.0		+80.4

						Operating Profit		49.9		50.0		+0.1								115.56

						% vs Revenue		9.3%		8.1%										103.54

						Profit before income taxes 		57.0		52.0		-5.0								-12.02

						% vs Revenue		10.6%		8.4%

						Profit attributable to 
owners of the parent		42.6		38.0		-4.6

						% vs Revenue		7.9%		6.1%

						EPS		¥116.23		¥103.47		-¥12.76

						Annual Dividends		¥40		¥40		±0

						Exchange Rate:
US$		¥112		¥120		Impact on revenue

								¥112		Impact on revenue		+16.4

						EURO		¥131		¥130		Impact on operating profit

								¥131		Impact on operating profit		+3.2







P15 ■FY23通期 新セグ別

								新セグ：シート「P23 ■セグ別 半期別 (FY21_22)」より シン

								↓

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓				↓

								積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ														単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比				前年差異 ゼンネン サイ						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,100				0		2,100				映像事業売上収益		映像事業		178233938396				映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%				318				Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		220				0		220				映像事業営業利益		映像事業								営業利益		190		220		+30億円				30						Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,400				0		2,400				精機事業売上収益		精機事業		211215808127				精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%				288				Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		350				0		350				精機事業営業利益		精機事業								営業利益		394		350		▲44億円				▲44						Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		800				0		800				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		73242937726				ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%				68				Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		60				0		60				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業								営業利益		43		60		+17億円				17						Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		530				0		530				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		40868991737				コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%				122				Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		170				0		170				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業								営業利益		127		170		+43億円				43						Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		370				0		370				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他		36050015883				産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%				10				Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		40				0		40				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他								営業利益		29		40		+11億円				11						Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

		全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャソンエキ		営業利益		(340)				0		(340)				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ						各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲286		▲340		▲54億円				▲54				Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.6		-34.0		-¥5.4B

		内、成長投資関連費用				内、成長投資関連費用		(220)				0		(220)				内、成長投資関連費用										内、成長投資関連費用		▲218		▲220		▲2億円				▲2						Growth Investment Related Cost		-21.8		-22.0		-¥0.2B

		内、共用部門費用				内、共用部門費用		(130)				0		(130)				内、共用部門費用										内、共用部門費用		▲80		▲130		▲50億円				▲50						Corporate expense		-8.0		-13.0		-¥5.0B

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		6,200				0		6,200				連結売上収益		連結		539611691869				連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%				804				Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

		連結営業利益		連結		営業利益		500				0		500				連結営業利益		連結								営業利益		499		500		+1億円				1						Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B



								6,200		0				6,200

								500		0				500																																▲29.8		▲35.0		▲5.2

																												単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比										Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

																										映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%								Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

																												営業利益		190		220		+30億円										Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

																										精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%								Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

																												営業利益		394		350		▲44億円										Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

																										ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%								Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

																												営業利益		43		60		+17億円										Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

																										コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%								Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

																												営業利益		127		170		+43億円										Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

																										産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%								Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

																												営業利益		29		40		+11億円										Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

																										各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲286		▲340		▲54億円								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.6		-34.0		-¥5.4B

																										連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%								Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

																												営業利益		499		500		+1億円										Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B





P16 ▲通期実績 映像 (FY22 新ｾｸﾞ)

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782		2,100				318				Revenue		178.2		210.0				31.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		190		220				30				Operating profit		19.0		22.0				3.0

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）								前年
差異 ゼンネン サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)								前年
差異 ゼンネン サイ

				　市場規模		512		510				-2				Market Scale		5,120		5,100				-20

				　ニコン		70		70				0				Nikon		700		700				0

				交換レンズ（万本）												Interchangeable Lens (units:1,000)								

				　市場規模		939		940				1				Market Scale		9,390		9,400				10

				　ニコン		127		125				-2				Nikon		1,270		1,250				-20

				コンパクトデジタルカメラ（万台）												Compact DSC (units:1,000)								

				　市場規模		272		220				-52				Market Scale		2,720		2,200				-520

				　ニコン		19		10				-9				Nikon		190		100				-90





P17 ▲通期実績 精機 (FY22 新ｾｸﾞ)

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

						売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,112		2,400				288				Revenue		211.2		240.0				29

						営業利益 エイギョウ リエキ		394		350				-44				Operating profit		39.4		35.0				-4



								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		従来 ジュウライ

						FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ

						　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15

						半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)								

						　市場規模 		370		440				70				Market Scale		370		440				70

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		9/18		25/22				16/4				Nikon		9/18		25/22				16/4

																										

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		ミニステッパー		半装 ハンソウ		新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4





								22年3月期
(実績)		23年3月期
(見通し)										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新① シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25												Market Scale		　市場規模		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		なし				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

						　市場規模 		390		460				70				Market Scale		390		460				70												Market Scale		　市場規模 		390		460				ERROR:#VALUE!		70

						(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

						　ニコン		17/18		39/22				22/4				Nikon		17/18		39/22				22/4												Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4



																																																		

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4



				前提データ ゼンテイ		前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70				前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70

						ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0				ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0

						ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6				ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6







								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新② シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												(CY20/21)

		UG				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン																																				(CY20/21)

		なし																																				Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4

								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

						UG		3		6				3				UG		3		6				3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4









		新③ シン						22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Nikon		0/中古		17/18		39/22				ERROR:#VALUE!		16/4

		あり				半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ												Semiconductor Metrology/Inspection Systems　(New, units)																																

						　ニコン		52		82								Nikon		52		82



								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		新品		9		25				ERROR:#VALUE!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ミニステッパー		8		14				ERROR:#VALUE!		6

						UG		3		6				3				UG		3		6				3												UG		UG		3		6				ERROR:#VALUE!		3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		中古		18		22				ERROR:#VALUE!		4

						測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30				測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30												測検：AMI＋OST ソクケン		測検：AMI＋OST		52		82				ERROR:#VALUE!		30









P18-20 通期実績 映・精以外 (FY22 新ｾｸﾞ)

				ヘルスケア												ヘルスケア

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		732		800				68				Revenue		73.2		80.0				6.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		43		60				17				Operating profit		4.3		6.0				1.7

				コンポーネント												コンポーネント

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		408		530				122				Revenue		40.8		53.0				12.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		127		170				43				Operating profit		12.7		17.0				4.3

																								

																								

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ												産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																								

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		360		370				10				Revenue		36.0		37.0				1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		29		40				11				Operating profit		2.9		4.0				1.1





P23 セグ別 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		▲17.1		▲36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		217		60		277		130		220		350								Operating profit		48.0		▲0.6		21.7		6.0		27.7		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		▲2.4		▲3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components Business		Revenue		ー		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		ー		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		▲1.2		▲1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲50		▲119		▲169		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲23.6		▲15.0		▲5.0		▲11.9		▲16.9		▲15.0		▲19.0		▲34.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		▲56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

										5,908		4,510		2,727		2,667		5,394		2,950		3,250		6,200

										67		▲560		319		178		497		230		270		500

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen 		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products
Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		-17.1		-36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment
 Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		274		120		394		130		220		350								Operating profit		48.0		-0.6		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare
Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		-2.4		-3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components 
Business		Revenue		-		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		-		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology 
and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		-1.2		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦
されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲108		▲177		▲286		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-23.6		-15.0		-10.8		-17.7		-28.6		-15.0		-19.0		-34.0

								内、成長投資関連費用						▲104		▲114		▲218		▲100		▲120		▲220								Business reinforcement cost 						-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

								内、共用部門費用						▲22		▲58		▲80		▲60		▲70		▲130								Corporate expense						-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0





DIVA累計値
入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー
今期実績公表値)

決算発表済公表値

決算発表済公表値



P22 ▲連結 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 		20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期								Billions of Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

								通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期						Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200				Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

						営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500				Operating Profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

						営業利益率		1.1%		▲12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%				% vs Revenue		1.1%		-12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%

						税引前利益		118		▲453		359		211		570		240		280		520				Profit before income taxes 		11.8		-45.3		35.9		21.1		57.0		24.0		28.0		52.0

						税引前利益率		2.0%		▲10.0%		13.2%		7.9%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%				% vs Revenue		2.0%		-10.0%		13.2%		7.9%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%

						当期利益		76		▲344		264		162		426		170		210		380				Profit attributable to 
owners of the parent		7.6		-34.4		26.4		16.2		42.6		17.0		21.0		38.0

						（親会社の所有者に帰属）								ー

						当期利益率		1.3%		▲7.6％		9.7%		6.1%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%				% vs Revenue		1.3%		-7.6%		9.7%		6.1%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%

						EPS		19.93円		▲93.96円		116.23円						103.47								EPS		¥19.93		¥-93.96		¥116.23						¥103.47

						年間配当		40円		20円		40円						40円								Annual Dividends		¥40		¥20		¥40						¥40

						ROE		1.3%		▲6.4%		7.5%						6.5%								ROE		1.3%		-6.4%		7.5%						6.5%

						FCF		▲48		229		309						-								FCF		-4.8		22.9		30.9						-

						為替：USドル		109円		106円		110円		115円		112円		120円								Exchange Rate: US$		¥109		¥106		¥110		¥115		¥112		¥120

						　　ユーロ		121円		124円		131円		130円		131円		130円								EURO		¥121		¥124		¥131		¥130		¥131		¥130







P24 ■セグ別 新セグQ別 (FY21)

																										44665

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ								反映 ハンエイ				通期公表案ー3Q累計 ツウキ コウヒョウ アン ルイケイ				通期公表案 ツウキ コウヒョウアン		入力 ニュウリョク								参考 サンコウ								計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓		↓		↓								↓				↓				↓		↓																↓																		複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																																										複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																												単年　FY2021 タンネン																単年　FY2021 タンネン

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ				FY2022				積上げ ツミア										補正値 ホセイチ								自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス								開示 カイジ										検算 ケンザン								単位：億円　 				22年3月期								23年3月期										22年3月期 ネン ガツ キ		23年3月期 ネン ガツ キ																		Billions of  Yen　 				FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期												Billions of  Yen　 				FY2022/3

																						Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				0		1,782				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		559.7		440.3		664.8		435.2		2,100		1								0		(0)		(1)		1		560		440		664		436		2,100		2,100		1,000		1,100				映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				0		190				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		84.0		46.0		86.7		3.3		220										0		0		(1)		1		84		46		86		4		220		220		130		90						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																		Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				0		2,112				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		534.9		615.1		762.7		487.3		2,400		(4)		5						(5)		5		(1)		1		530		620		762		488		2,400		2,400		1,150		1,250				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		277				0		277				精機事業		営業利益		97.0		33.0		145.6		74.4		350										0		0		(1)		1		97		33		145		75		350		350		130		220						営業利益		106		111		31		29		97		33		145		75				277		350																				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		9.7		3.3		14.5		7.5				27.7		35.0						営業利益		106		111		31		29		277		旧セグ キュウ				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		27.7		旧セグ キュウ

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		732				0		732				ヘルスケア事業		売上収益		181.0		199.0		195.4		224.6		800				1						(1)		1		(0)		0		180		200		195		225		800		800		380		420				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43				ヘルスケア事業		営業利益		7.0		23.0		11.7		18.3		60										0		0		(1)		1		7		23		11		19		60		60		30		30						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		408				0		408				コンポーネント事業		売上収益		130.7		129.3		120.4		149.6		530				1						(1)		1		(0)		0		130		130		120		150		530		530		260		270				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		127				0		127				コンポーネント事業		営業利益		41.0		39.0		48.3		41.7		170										0		0		(0)		0		41		39		48		42		170		170		80		90						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				0		360				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		88.5		71.5		102.3		107.7		370		(8)		9						(9)		9		(0)		0		80		80		102		108		370		370		160		210				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

		産業売上		産業売上 サンギョウ ウリアゲ														産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		5.0		5.0		14.6		15.4		40										0		0		(1)		1		5		5		14		16		40		40		10		30				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲73		▲77		▲92		▲98				▲169		▲340		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲1.5		▲3.5		▲4.8		▲7.1		▲7.3		▲7.7		▲9.2		▲9.8				▲16.9		▲34.0				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲169		旧セグ キュウ		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-1.5		-3.5		-4.8		-7.1		-16.9		旧セグ キュウ

		産業営業利益産業分		産業営業利益 エイギョウリエキ														産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

		全社損益売上収益		全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

		全社損益営業利益		全社損益		営業利益		(169)				0		(169)				全社損益		営業利益		-73.0		-104.0		-92.0		-98.0		(367)				27						0		27		0		0		(73)		(77)		(92)		(98)		(340)		(340)		(150)		(190)

						売上収益								0						内、成長投資関連費用		-53.0		-54.0		-53.0		-56.0		(216)				7						0		7		0		(11)		-53		-47		-53		-67		-220		(220)		(100)		(120)				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		5,394				検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		539

						営業利益								0						内、共用部門費用		-29.0		-31.0		-38.0		-42.0		(140)								-10		0		0		0		10		-29		-31		-38		-32		-130		(130)		(60)		(70)						営業利益		198		121		149		29		161		69		212		58				497		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		198		121		149		29		497						営業利益		20		12		15		3		50

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		5,396				0		5,396				連結 レンケツ		売上収益		1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200				1						(1)		1		(1)		1		1,494		1,456		1,845		1,405		6,200		6,200		2,950		3,250

		連結営業利益		連結		営業利益		499				0		499				連結		営業利益		161.0		42.0		215.0		57.6		500				27						0		27		(1)		(2)		161		69		214		56		500		500		230		270				単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		次世代プロジェクト ジセダイ		27		30		27		33

						税前利益 ゼイマエ リエキ		570				0		570

						当期利益 トウキ リエキ		426				0		426								1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200																		1,480		1,470		1,843		1,407		6,200		6,200		2,950		3,250				上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ																																										上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ

																						161.0		42.0		215.0		55.0		473																		161		69		212		58		500		500		230		270

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ								通期 ツウキ																																												 		単位：億円 オクエン		22年3月期 キ								23年3月期										22年
3月期 ネン ガツ キ		23年
3月期 ネン ガツ キ																				Billions of Yen		FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期														Billions of  Yen　 		FY2022/3

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ				為替 カワセ		US$		120																																																Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				(0)		1,782						€		130																																												映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				(0)		190																																																						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220																				Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				(0)		2,112																																																				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

				精機事業		営業利益		398				(0)		398																																																						営業利益		133		141		58		62		97		33		145		75				394		350		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグ
		←		FY21は通期合計貼り付けから、Q4差引。FY22はQ別を累計。 ツウキ ゴウケイ ハ ツ サシヒキ ベツ ルイケイ														Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		9.7		3.3		14.5		7.5				39.4		35.0						営業利益		133		141		58		62		394		新セグ シン				Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		39.4		新セグ シン

				ヘルスケア事業		売上収益		732				(0)		732																																																				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

				ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43																																																						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

				コンポーネント事業		売上収益		409				(1)		408																																																				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

				コンポーネント事業		営業利益		127				0		127																																																						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				(0)		360																																																				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

				産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン		308				(0)		308																																																						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29																																																						営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲73		▲77		▲92		▲98				▲285		▲340																				Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-7.3		-7.7		-9.2		-9.8				-28.5		-34.0				各セグメントに配賦		営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲285		新セグ シン		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-28.5		新セグ シン

				産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン		12				(1)		11																																												全社費用 A ゼンシャヒヨウ								各セグメントに
配賦されない全社損益		内、成長投資関連費用 セイチョウトウシ カンレン ヒヨウ		▲50		▲54		▲53		▲61		▲53		▲47		▲53		▲67				▲218		▲220																				Business Reinforcement Cost		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-5.3		-4.7		-5.3		-6.7				-21.8		-22.0				されない全社損益		内、成長投資関連費用		▲50		▲54		▲53		▲61		▲218		全社費用 A ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense related to investment in growth		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-21.8		全社費用 A ゼンシャヒヨウ

				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0																																												全社費用 B ゼンシャヒヨウ										内、共用部門費用		1		▲23		▲27		▲31		▲29		▲31		▲38		▲32				▲80		▲130																				Corporate Expense		0.1		-2.3		-2.7		-3.1		-2.9		-3.1		-3.8		-3.2				-8.0		-13.0						内、共用部門費用		1		▲23		▲27		▲31		▲80		全社費用 B ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense for administration department		0.1		-2.3		-2.7		-3.1		-8.0		全社費用 B ゼンシャヒヨウ

				全社損益		営業利益		(289)				0		(289)																																																				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

						内、成長投資関連費用								0																																																						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

						内、共用部門費用								0

				連結 レンケツ		売上収益		5,396				(0)		5,396																																																				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検算 ケンザン		売上収益		132.0		140.7		133.5		133.2		539.4

				連結		営業利益		500				(0)		500																																																						営業利益		197		121		148		32		161		69		212		58				498		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		197		121		148		32		498						営業利益		19.7		12.1		14.8		3.2		49.8



																																																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク

																																																																												-113.4		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)																		次世代 (to全社損益) ジセダイ ゼンシャ ソンエキ				-25.0		-27.2		-29.6		-31.6		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)

								5,396						5,394

								498						498



																																																																																																																																																										Billions of  Yen　 		FY2022/3						FY2023/3

																																																																																																																																																												1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

																																																																																																																																																								Imaging Products Business		Revenue		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

																																																																																																																																																										Operating profit		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

																																																																																																																																																								Precision Equipment Business		Revenue		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

																																																																																																																																																										Operating profit		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

																																																																																																																																																								Healthcare Business		Revenue		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

																																																																																																																																																										Operating profit		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

																																																																																																																																																								Components Business		Revenue		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

																																																																																																																																																										Operating profit		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

																																																																																																																																																								Industrial Metrology and Others		Revenue		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

																																																																																																																																																										Operating profit		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

																																																																																																																																																								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-10.7		-17.9		-28.6		-15.0		-19.0		-34.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense related to investment in growth		-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense for administration department		-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

																																																																																																																																																								Consolidated		Revenue		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

																																																																																																																																																										Operating profit		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

																																																																																																																																																												-43		-65		-76		-101		-73		-77		-92		-98

																																																																																																																																																												-50		-54		-53		-61		-53		-47		-53		-67

																																																																																																																																																												1		-23		-26		-32		-29		-31		-38		-32
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P27 BS 費目別

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		3,441		3,362		3,286		3,138		3,253						資本合計 シホン ゴウケイ		5,735		6,167		5,417		5,387		5,999

				その他の金融
・流動資産 タ キンユウ リュウドウ シサン		258		186		190		156		148						その他負債 タ フサイ		2,199		1,965		1,492		1,403		1,476

				棚卸資産 タナオロシシサン		2,355		2,533		2,465		2,357		2,389						有利子負債 ユウ リシ フサイ		1,283		1,289		1,391		1,476		1,530

				売上債権
・その他の債権 ウリアゲ サイケン タ サイケン		1,045		1,158		877		729		905						前受け金 マエウ キン		1,766		1,928		1,758		1,631		1,392

				現金・
現金同等物 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ		3,884		4,110		3,240		3,517		3,702								10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

						10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

																						〇		〇		〇		〇		〇

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				Non-current assets		344.1		336.2		328.6		313.8		325.3						Total equity		573.5		616.7		541.7		538.7		599.9

				Other current financial/current assets		25.8		18.6		19.0		15.6		14.8						Other liabilities		219.9		196.5		149.2		140.3		147.6

				Inventories		235.5		253.3		246.5		235.7		238.9						Interest-bearing debt		128.3		128.9		139.1		147.6		153.0

				Trade & other receivables		104.5		115.8		87.7		72.9		90.5						Advances received		176.6		192.8		175.8		163.1		139.2

				Cash & Cash Equivalents		388.4		411.0		324.0		351.7		370.2								1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

						1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

																						〇		〇		〇		〇		〇







P28 設備投資・棚卸資産

		設備投資 セツビトウシ				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				設備投資 セツビ トウシ		249		287		305		425		400						Capital Expenditures		24.9		28.7		30.5		42.5		40.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		278		341		280		249		270						Depreciation		27.8		34.1		28.0		24.9		27.0

		棚卸資産 タナオロシ シサン				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				映像 エイゾウ		552		642		510		375		452						Imaging Products		55.2		64.2		51.0		37.5		45.2

				精機 セイキ		1,315		1,366		1,468		1,467		1,351						Precision Equipment		131.5		136.6		146.8		146.7		135.1

				ヘルスケア		152		157		178		158		190						Healthcare		15.2		15.7		17.8		15.8		19.0

				コンポーネント				187		79		87		97						Components		0.0		18.7		7.9		8.7		9.7

				産業機器・その他 サンギョウキキ タ		336		181		230		270		299						Industrial Metrology and Others		33.6		18.1		23.0		27.0		29.9

						2,355		2,533		2,465		2,357		2,389								235.5		253.3		246.5		235.7		238.9

														変更なし ヘンコウ





P29 セグ別売上グラフ

										変更なし ヘンコウ

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						Revenue		% Seg		Revenue		% Seg

				映像 エイゾウ		1,502		33%		1,782		33%				Imaging Products		150.2		33%		178.2		33%

				精機 セイキ		1,847		41%		2,112		39%				Precision Equipment		184.7		41%		211.2		39%

				ヘルスケア		628		14%		732		14%				Healthcare		62.8		14%		73.2		14%

				コンポーネント		257		6%		408		8%				Components		25.7		6%		40.8		8%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		275		6%		360		7%				Industrial Metrology and Others		27.5		6%		36.0		7%

						4,512				5,396								451.2				539.6

						4,509		100%		5,394		100%						451		100%		539		100%

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				日本 ニホン				0%				0%				Japan				0%				0%

				米国 ベイコク				0%				0%				United States				0%				0%

				欧州 オウシュウ				0%				0%				Europe				0%				0%

				中国 チュウゴク				0%				0%				China				0%				0%

				その他 タ				0%				0%				Others				0%				0%

						5,396				4,063								5,396				4,063

						0		0%		0		0%						0		0%		0		0%





P30 研究開発費

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ														R&D

						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
(見通し) ミトオ						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
Forecast

				研究開発投資 ケンキュウ カイハツ トウシ		639		622		599		611		640				R&D Expenditures		63.9		62.2		59.9		61.1		64.0

				研究開発投資対
売上収益比率 ケンキュウ カイハツ トウシ タイ ウリアゲ シュウエキ ヒリツ		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%				R&D vs Revenue (%)		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%

				全社売上 ゼンシャ ウリアゲ								5396		6200				Revenue								539.6		620



						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ										22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン										内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ								金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				映像 エイゾウ		152		25%		170		27%						Imaging Products		15.2		25%		17		27%

				精機 セイキ		185		30%		200		31%						Precision Equipment		18.5		30%		20		31%

				ヘルスケア		60		10%		55		9%						Healthcare		6		10%		5.5		9%

				コンポーネント		28		5%		40		6%						Components		2.8		5%		4		6%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		15		2%		25		4%						Industrial Metrology and Others		1.5		2%		2.5		4%

				共用部門 キョウヨウ ブモン		171		28%		150		23%						Corporate
(Undistribued)		17.1		28%		15		23%

						611		100%		640		100%								61.1		100%		64		100%

						611				640										61.1				64.0





P31 CF

						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				営業利益		7		562		826		67		-562		499				Operating Profit		0.7		56.2		82.6		6.7		-56.2		49.9

				営業CF		973		1,250		689		164		49		313				Cash Flows from
operating activities		97.3		125.0		68.9		16.4		4.9		31.3

				投資CF		-406		-348		-253		-212		180		-3				Net cash used 
in investing activities		-40.6		-34.8		-25.3		-21.2		18.0		-0.3

				FCF		566		902		435		-48		229		309				Free cash flow		56.6		90.2		43.5		-4.8		22.9		30.9

				財務CF		155		-199		-215		-727		-49		-261				Net cash used 
in financing activities		15.5		-19.9		-21.5		-72.7		-4.9		-26.1





P32 映像 カテゴリー別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		23/3-Q4

				レンズ交換式デジタルカメラ コウカン シキ		72		59		85		46		57		50		64		35		45		35		58		24		14		24		28		18		22		17		16		15		70

				交換レンズ コウカン		108		94		130		69		89		76		102		50		74		57		95		39		22		39		47		27		39		27		36		25		127

				レンズ一体型デジタルカメラ イッタイガタ		77		62		72		40		43		42		45		30		27		23		23		11		5		7		8		6		7		6		4		2		19

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		257		215		287		155		189		168		211		115		146		115		176		74		41		70		83		51		68		50		56		42

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				DCIL(Digtal Camera-Interchangeable Lens Type)		720		590		850		460		570		500		640		350		450		350		580		240		140		240		280		180		220		170		160		150

				Interchangeable Lens		1,080		940		1,300		690		890		760		1,020		500		740		570		950		390		220		390		470		270		390		270		360		250

				CDSC(Compact Digital Still Camera)		770		620		720		400		430		420		450		300		270		230		230		110		50		70		80		60		70		60		40		20

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		2,570		2,150		2,870		1,550		1,890		1,680		2,110		1,150		1,460		1,150		1,760		740		410		700		830		510		680		500		560		420





P33 精機 事業別台数

																								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3		23/3

																								Actual		Actual		Actual		Actual		Actual		Forecast

																								18/3Actual		19/3Actual		20/3Actual		21/3Actual		22/3Actual		23/3Forecast

						18/3
(実績） ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17						5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17

				7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6						7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6

				10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8						10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8

						67		70		27		29		46		31								67		70		27		29		46		31

				確認 to スライド カクニン								29		46		31						確認 to スライド カクニン								29		46		31



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 セン		12		20		14		10		16		18						i線 セン		12		20		14		10		16		18

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						30		41		45		27		27		47								30		41		45		27		27		47

				確認 to スライド カクニン								27		27		47						確認 to スライド17 カクニン								27		27		47



		ミニステッパー追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						33		47		49		34		35		61								33		47		49		34		35		61



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				確認 to スライド カクニン										35		61						確認 to スライド17 カクニン										35		61



		ミニステッパー+UG追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		13						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12						ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12

						39		52		53		39		38		65								39		52		53		39		38		63



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2						UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2

				UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2						UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2

				確認 to スライド カクニン										38		67						確認 to スライド17 カクニン										38		67







P35 半装 Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9

																																				27								27

																																		確認 to スライド→ カクニン		OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9





(補助ﾃﾞｰﾀ) ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ等

																																																														2022/4/29差替え サシカ

				IR公表台数追加検討　→　ミニステッパー、測検（AMIとOST）、UG コウヒョウ ダイスウ ツイカ ケントウ ソク ケン



				過去販売台数実績 ハンバイ ダイスウ																																																		単位：台 タンイ ダイ				FY22計画 ケイカク

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ミニステッパー		1		1		0		1		3		2		1		1		2		6		1		0		2		1		4		2		2		2		1		7		0		5		0		3		8				ミニステッパー		14		24.0				0.6670731707

				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ																																5		10		7		9		31		13		15		9		15		52				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ		82		54.7		売上収益にはSISおよび号機外を含む ウリアゲ シュウエキ ゴウキ ガイ フク

				Litho Booster																								1						1		1				2				3						1		1		2				Litho Booster		3		32.0

				UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				UG		6		33.8		5.6333333333		16.9

				計 ケイ		2		3		1		3		9		3		1		1		6		11		1		2		3		3		9		9		13		13		11		46		14		22		10		19		65				計 ケイ		105		144.5

				【UG線源別内訳】 セン ゲン ベツ ウチワケ

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ArFDry UG																																																						ArFDry UG		2		6.1

				ArFimm UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				ArFimm UG		4		27.7





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12

																																												35

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12





P34 FPD Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				5/6世代 セダイ		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				7/8世代 セダイ		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1

				10.5世代 セダイ						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3		0		5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46

																																				OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				G5/6		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				G7/8		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1						

				G10.5						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3				5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ・UG)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3



				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

				UG (Dry ArF)		1		2		1		2		1		0		0		4		0		1		1		2		1		1		2		1		1		2		0		0

				UG (ArF Imm)

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1		0		2		0		1		2		4		2		3		2		7		0		2		2		2		0		1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12

																																												38

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12





測検品・LB

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16



AMI・OST	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	5	10	7	9	13	15	9	15	LB	21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	1	2	1	1	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	6	10	9	9	13	15	10	16	
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Actual for the year ended March 31, 2022:by New Segments

Note: In FY2023/3, “Next Generation Project Div.” transfers from Precision Equipment Business to Corporate P/L non-attributable to any reportable segments (Expense related to investment in growth), 
and retroactively applied to the FY2022/3 and reorganized ¥11.7B for the FY2022/3.
“Expense related to investment in growth" are expenses mainly related to basic research, expense related to the creation of new businesses, and expense related to manufacturing innovation.
“Expense for administration department" are general administrative expense for head office functions, and corporate P/L non-attributable to any reportable segments.
Corporate P/L non-attributable to any reportable segments includes the elimination of intersegment transactions.

Q1 Q2 Q3 Q4 Full Year
Revenue        50.0        39.2        46.8        42.2      178.2
Operating profit          9.2          3.3          6.3          0.2        19.0
Revenue        51.8        67.4        43.7        48.3      211.2
Operating profit        13.3        14.1          5.8          6.2        39.4
Revenue        15.8        17.2        20.2        20.0        73.2
Operating profit          0.4          0.5          1.9          1.5          4.3
Revenue          7.7          9.0        13.9        10.2        40.8
Operating profit          2.1          1.3          6.7          2.6        12.7
Revenue          6.7          7.9          8.9        12.5        36.0
Operating profit         -1.0         -0.6          1.7          2.8          2.9
Operating profit         -4.3         -6.4         -7.6       -10.3       -28.6

Broken out: Expense related to
investment in growth         -5.0         -5.4         -5.3         -6.1       -21.8

Broken out: Expense for
administration department          0.1         -2.3         -2.7         -3.1         -8.0

Revenue      132.2      140.8      133.3      133.3      539.6
Operating profit        19.9        12.2        14.8          3.0        49.9

Imaging Products
Business

Consolidated

Billions of  Yen

FY2022/3

Precision Equipment
Business

Healthcare Business

Components Business

Corporate P/L
non-attributable to

any reportable
segments

Industrial Metrology
and Others


P4 ▲通期実績 連結

														データ入力エリア ニュウリョク



								単位：億円		21年3月期		前回予想		22年3月期		前年比		前回予想比				20年3月期 ネン ガツキ

										実績		（2/3）		実績								実績 ジッセキ

								売上収益		4,512		5,500		5,396		+884		▲104				5,910

								営業利益		▲562		470		499		+1,061		+29				67

								営業利益率		▲12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								税引前利益		▲453		530		570		+1,023		+40				118

								税引前利益率		▲10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								当期利益		▲344		390		426		+770		+36				76

								（親会社の所有者に帰属）								-		-

								当期利益率		▲7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		229		-		309		+80		-				▲48

								年間配当		20円		40円		40円		20円		0円				40円

								為替：USドル		106円		112円		112円		売上収益への予想影響 (億円)						109円

																195		7

								　　ユーロ		124円		130円		131円		営業利益への予想影響 (億円)						121円

																63		3



								Billions of yen		FY2021/3		Previous Forecast		FY2022/3		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				FY2020/3

										Actual (A)		(Feb.3) (B)		Actual (C)								Actual

								Revenue		451.2		550.0		539.6		+88.4		-10.4				591.0

								Operating Profit		-56.2		47.0		49.9		+106.1		+2.9				6.7

								% vs Revenue		-12.5%		8.5%		9.3%								1.1%

								Profit before income taxes 		-45.3		53.0		57.0		+102.3		+4.0				11.8

								% vs Revenue		-10.0%		9.6%		10.6%								2.0%

								Profit attributable to owners of the parent		-34.4		39.0		42.6		+77.0		+3.6				7.6

								% vs Revenue		-7.6%		7.1%		7.9%								1.3%

								FCF		22.9		-		30.9		+8.0		-				-4.8

								Annual Dividends		¥20		¥40		¥40		+¥20		±0				¥40

								Exchange Rate:
US$		¥106		¥112		¥112		Impact on revenue						¥109

																+19.5		+0.7

								EURO		¥124		¥130		¥131		Impact on operating profit						¥121

																+6.3		+0.3



																1.3%



データ反映エリア

データ入力エリア

データ反映エリア

データ入力エリア



P5 通期実績 セグ別

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

												単位：億円		21年3月期
実績		前回予想
（2/3）		22年3月期
実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン								Billions of Yen		FY2021/3
Actual (A)		Previous Forecast
(Feb.3) (B)		FY2022/3
Actual (C)		Change
(C)-(A)		Change
(C)-(B)				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		+18.7%		▲1.0%				280		▲18						Imaging Products Business		Revenue		150.2		180.0		178.2		+18.7%		-1.0%				28.0		▲1.8

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		+553億円		▲10億円				553		▲10								Operating profit		-36.3		20.0		19.0		+¥55.3B		-¥1.0B				55.3		▲1.0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		+14.3%		▲4.0%				265		▲88						Precision Equipment Business		Revenue		184.7		220.0		211.2		+14.3%		-4.0%				26.5		▲8.8

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		+283億円		+22億円				283		22								Operating profit		-0.6		25.5		27.7		+¥28.3B		+¥2.2B				28.3		2.2

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		+16.5%		+0.3%				104		2						Healthcare Business		Revenue		62.8		73.0		73.2		+16.5%		+0.3%				10.4		0.2

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		+73億円		+8億円				73		8								Operating profit		-3.0		3.5		4.3		+¥7.3B		+¥0.8B				7.3		0.8

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		+58.5%		▲2.7%				151		▲12						Components Business		Revenue		25.7		42.0		40.8		+58.5%		-2.7%				15.1		▲1.2

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		+126億円		+2億円				126		2								Operating profit		0.1		12.5		12.7		+¥12.6B		+¥0.2B				12.6		0.2

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		+30.6%		+3.0%				84		10						Industrial Metrology
and Others		Revenue		27.6		35.0		36.0		+30.6%		+3.0%				8.4		1.0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		+41億円		+14億円				41		14								Operating profit		-1.2		1.5		2.9		+¥4.1B		+¥1.4B				4.1		1.4

				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ				各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲150		▲160		▲169		▲19億円		▲9億円				▲19		▲9						Corporate P/L 
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-15.0		-16.0		-16.9		-¥1.9B		-¥0.9B				▲1.9		▲0.9

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		+19.6%		▲1.9%				884		▲104						Consolidated		Revenue		451.2		550.0		539.6		+19.6%		-1.9%				88.4		▲10.4

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		499		+1,061億円		+29億円				1,061		29								Operating profit		-56.2		47.0		49.9		+¥106.1B		+¥2.9B				106.1		2.9



																																																				

										本編: 産業切り出しなし ホンペン サンギョウ キ ダ

										単位：億円				21年3月期実績		前回予想
（2/3）		22年3月期実績		前年比		前回予想比				前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン																						前年比
増減 ゼンネンヒ ゾウゲン		前回予想
増減 ゼンカイ ヨソウ ゾウゲン

				映像事業売上収益		映像事業				映像事業		売上収益		1,502		1,800		1,782		18.7%		▲1.0%				280		▲18																						0		0

				映像事業営業利益		映像事業						営業利益		▲363		200		190		553億円		▲10億円				553		▲10																						0		0

				精機事業売上収益		精機事業				精機事業		売上収益		1,847		2,200		2,112		14.3%		▲4.0%				265		▲88																						0		0

				精機事業営業利益		精機事業						営業利益		▲6		255		277		283億円		22億円				283		22																						0		0

				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業				ヘルスケア事業		売上収益		628		730		732		16.5%		0.3%				104		2																						0		0

				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業						営業利益		▲30		35		43		73億円		8億円				73		8																						0		0

				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業				コンポーネント事業		売上収益		257		420		408		58.5%		▲2.7%				151		▲12																						0		0

				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業						営業利益		1		125		127		126億円		2億円				126		2																						0		0

				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他				産業機器・その他		売上収益		276		350		360		30.6%		3.0%				84		10																						0		0

				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他						営業利益		▲12		15		29		41億円		14億円				41		14																						0		0

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				各セグメントに配賦		営業利益		▲150		▲160		▲289		▲19億円		▲9億円				▲139		▲129																						0		0

				本社管理部門						されない全社損益		本社管理部門

				事業開発部門								事業開発部門

				連結売上収益		連結				連結		売上収益		4,512		5,500		5,396		19.6%		▲1.9%				884		▲104																						0		0

				連結営業利益		連結						営業利益		▲562		470		500		1,061億円		29億円				1,062		30																						0		0





P6 ■通期実績 映像

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,502		1,800		1,782				280		-18				Revenue		150.2		180.0		178.2				28.0		-1.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		(363)		200		190				553		-10				Operating profit		-36.3		20.0		19.0				55.3		-1.0

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ												FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Forecast
(May.12)



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		552		520		512				-40		-8				Market Scale		5,520		5,200		5,120				-5,008		-4,688

				　ニコン		84		70		70				-14		0				Nikon		840		700		700				-770		-630

				交換レンズ（万本）																Interchangeable Lens (units:1,000)

				　市場規模		911		920		939				28		19				Market Scale		9,110		9,200		9,390				-8,171		-8,261

				　ニコン		135		130		127				-8		-3				Nikon		1,350		1,300		1,270				-1,223		-1,173

				コンパクトデジタルカメラ（万台）																Compact DSC (units:1,000)

				　市場規模		343		285		272				-71		-13				Market Scale		3,430		2,850		2,720				-3,158		-2,578

				　ニコン		26		20		19				-7		-1				Nikon		260		200		190				-241		-181





P7 通期実績 精機

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ								FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,847		2,200		2,112				265		-88						Revenue		184.7		220.0		211.2				1,927		1,892

				営業利益 エイギョウ リエキ		-6		255		277				283		22						Operating profit		-0.6		25.5		27.7				278		252



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual



				FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		16/11		12/20		9/18				-7/7		-3/-2						Nikon		16/11		12/20		11/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		11				-7		-3

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2





						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新① シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		なし		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

				　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

				(CY20/21)																		(CY20/21)

				　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 1月時点の見込み
確認必要		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		新② シン

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		　市場規模		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		(CY20/21)																		(CY20/21)

		UG		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		(CY20/21)																		(CY20/21)

		なし		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

																																		

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8

				UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2









		新③ シン				21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		FPD露光装置販売台数（台）										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり		 市場規模　(CY20/21) シジョウ キボ		52		120		120				68		0						Market Scale		52		120		120				68		0

		＋		　ニコン		29		46		46				17		0						Nikon		29		46		46				17		0

		あり		半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）																		Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋		　市場規模 		330		370		370				40		0						Market Scale		330		370		370				40		0

		測検品 ソクケンヒン		　ニコン		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2						Nikon		23/11		20/20		17/18				-7/7		-3/-2

		なし		半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ																														



						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ														FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual

		ミニステッパー		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3				半装 ハンソウ		新品 シンピン		16		12		9				-7		-3

				ミニステッパー		7		8		8				1		0						ミニステッパー		7		8		8				1		0

				UG		5		3		3				-2		0						UG		5		3		3				-2		0

		無し ナ		中古 チュウコ		11		20		18				7		-2						中古 チュウコ		11		20		18				7		-2

				測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0						測検：AMI＋OST ソクケン		31		52		52				21		0









P8-10 通期実績 セグ別(映・精以外)

				ヘルスケア																ヘルスケア

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		628		730		732				104		2				Revenue		62.8		73.0		73.2				10.4		0.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		-30		35		43				73		8				Operating profit		-3.0		3.5		4.3				7.3		0.8

				コンポーネント																コンポーネント

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		257		420		408				151		-12				Revenue		25.7		42.0		40.8				15.1		-1.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		125		127				126		2				Operating profit		0.1		12.5		12.7				12.6		0.2

																																

																																

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ																産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																																

						21年3月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ						FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast
(Feb.3)		FY22/3
Actual				前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		276		350		360				84		10				Revenue		27.6		35.0		36.0				8.4		1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		-12		15		29				41		14				Operating profit		-1.2		1.5		2.9				4.1		1.4





P13 ▲FY23通期 連結

						単位：億円		22年3月期
実績		23年3月期
見通し		前年比

						売上収益		5,396		6,200		+804

						営業利益		499		500		+1

						営業利益率		9.3%		8.1%

						税引前利益		570		520		▲50

						税引前利益率		10.6%		8.4%

						当期利益		426		380		▲46

						（親会社の所有者に帰属）		0

						当期利益率		7.9%		6.1%

						EPS		116.23円		103.47円		▲12.76円

						年間配当		40円		40円		ー

						為替：USドル		112円		120円		売上収益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+164

						　　ユーロ		131円		130円		営業利益への予想影響
(億円) オクエン

								0円				+32



						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

						Revenue		539.6		620.0		+80.4

						Operating Profit		49.9		50.0		+0.1								115.56

						% vs Revenue		9.3%		8.1%										103.54

						Profit before income taxes 		57.0		52.0		-5.0								-12.02

						% vs Revenue		10.6%		8.4%

						Profit attributable to 
owners of the parent		42.6		38.0		-4.6

						% vs Revenue		7.9%		6.1%

						EPS		¥116.23		¥103.47		-¥12.76

						Annual Dividends		¥40		¥40		±0

						Exchange Rate:
US$		¥112		¥120		Impact on revenue

								¥112		Impact on revenue		+16.4

						EURO		¥131		¥130		Impact on operating profit

								¥131		Impact on operating profit		+3.2







P15 ■FY23通期 新セグ別

								新セグ：シート「P23 ■セグ別 半期別 (FY21_22)」より シン

								↓

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓				↓

								積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ														単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比				前年差異 ゼンネン サイ						Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,100				0		2,100				映像事業売上収益		映像事業		178233938396				映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%				318				Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		220				0		220				映像事業営業利益		映像事業								営業利益		190		220		+30億円				30						Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,400				0		2,400				精機事業売上収益		精機事業		211215808127				精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%				288				Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		350				0		350				精機事業営業利益		精機事業								営業利益		394		350		▲44億円				▲44						Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		800				0		800				ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		73242937726				ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%				68				Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		60				0		60				ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業								営業利益		43		60		+17億円				17						Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		530				0		530				コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		40868991737				コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%				122				Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		170				0		170				コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業								営業利益		127		170		+43億円				43						Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		370				0		370				産業機器・その他売上収益		産業機器・その他		36050015883				産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%				10				Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		40				0		40				産業機器・その他営業利益		産業機器・その他								営業利益		29		40		+11億円				11						Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

		全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャソンエキ		営業利益		(340)				0		(340)				全社損益営業利益		全社損益 ゼンシャ ソンエキ						各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲286		▲340		▲54億円				▲54				Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.6		-34.0		-¥5.4B

		内、成長投資関連費用				内、成長投資関連費用		(220)				0		(220)				内、成長投資関連費用										内、成長投資関連費用		▲218		▲220		▲2億円				▲2						Growth Investment Related Cost		-21.8		-22.0		-¥0.2B

		内、共用部門費用				内、共用部門費用		(130)				0		(130)				内、共用部門費用										内、共用部門費用		▲80		▲130		▲50億円				▲50						Corporate expense		-8.0		-13.0		-¥5.0B

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		6,200				0		6,200				連結売上収益		連結		539611691869				連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%				804				Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

		連結営業利益		連結		営業利益		500				0		500				連結営業利益		連結								営業利益		499		500		+1億円				1						Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B



								6,200		0				6,200

								500		0				500																																▲29.8		▲35.0		▲5.2

																												単位：億円		22年3月期
実績		22年3月期
見通し		前年比										Billions of Yen		FY2022/3
Actual (A)		FY2023/3
Forecast (B)		Change
(B)-(A)

																										映像事業		売上収益		1,782		2,100		+17.8%								Imaging Products Business		Revenue		178.2		210.0		+17.8%

																												営業利益		190		220		+30億円										Operating profit		19.0		22.0		+¥3.0B

																										精機事業		売上収益		2,112		2,400		+13.6%								Precision Equipment Business		Revenue		211.2		240.0		+13.6%

																												営業利益		394		350		▲44億円										Operating profit		39.4		35.0		-¥4.4B

																										ヘルスケア事業		売上収益		732		800		+9.2%								Healthcare Business		Revenue		73.2		80.0		+9.2%

																												営業利益		43		60		+17億円										Operating profit		4.3		6.0		+¥1.7B

																										コンポーネント事業		売上収益		408		530		+29.7%								Components Business		Revenue		40.8		53.0		+29.7%

																												営業利益		127		170		+43億円										Operating profit		12.7		17.0		+¥4.3B

																										産業機器・その他		売上収益		360		370		+2.6%								Industrial Metrology and Others		Revenue		36.0		37.0		+2.6%

																												営業利益		29		40		+11億円										Operating profit		2.9		4.0		+¥1.1B

																										各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲286		▲340		▲54億円								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-28.6		-34.0		-¥5.4B

																										連結		売上収益		5,396		6,200		+14.9%								Consolidated		Revenue		539.6		620.0		+14.9%

																												営業利益		499		500		+1億円										Operating profit		49.9		50.0		+¥0.1B





P16 ▲通期実績 映像 (FY22 新ｾｸﾞ)

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782		2,100				318				Revenue		178.2		210.0				31.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		190		220				30				Operating profit		19.0		22.0				3.0

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast



				レンズ交換式デジタルカメラ（万台）								前年
差異 ゼンネン サイ				Digital Camera-Interchangeable Lens type (units:1,000)								前年
差異 ゼンネン サイ

				　市場規模		512		510				-2				Market Scale		5,120		5,100				-20

				　ニコン		70		70				0				Nikon		700		700				0

				交換レンズ（万本）												Interchangeable Lens (units:1,000)								

				　市場規模		939		940				1				Market Scale		9,390		9,400				10

				　ニコン		127		125				-2				Nikon		1,270		1,250				-20

				コンパクトデジタルカメラ（万台）												Compact DSC (units:1,000)								

				　市場規模		272		220				-52				Market Scale		2,720		2,200				-520

				　ニコン		19		10				-9				Nikon		190		100				-90





P17 ▲通期実績 精機 (FY22 新ｾｸﾞ)

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

						売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,112		2,400				288				Revenue		211.2		240.0				29

						営業利益 エイギョウ リエキ		394		350				-44				Operating profit		39.4		35.0				-4



								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		従来 ジュウライ

						FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ

						　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15

						半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)								

						　市場規模 		370		440				70				Market Scale		370		440				70

						(CY21/22)												(CY21/22)								

						　ニコン		9/18		25/22				16/4				Nikon		9/18		25/22				16/4

																										

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast

		ミニステッパー		半装 ハンソウ		新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4





								22年3月期
(実績)		23年3月期
(見通し)										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新① シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				　市場規模		120		95				-25				Market Scale		120		95				-25												Market Scale		　市場規模		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		なし				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

						　市場規模 		390		460				70				Market Scale		390		460				70												Market Scale		　市場規模 		390		460				ERROR:#VALUE!		70

						(CY21/22)												(CY21/22)																				(CY20/21)

						　ニコン		17/18		39/22				22/4				Nikon		17/18		39/22				22/4												Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4



																																																		

								22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4



				前提データ ゼンテイ		前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70				前工程Fab 台数市場見通し マエコウテイ ダイスウ シジョウ ミトオ		370		440				70

						ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0				ミニステッパー市場見通し シジョウ ミトオ		20		20				0

						ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6				ミニステッパー販売台数 NC ハンバイ ダイスウ		8		14				6







								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		新② シン

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												(CY20/21)

		UG				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン																																				(CY20/21)

		なし																																				Nikon		ERROR:#REF!		17/18		39/22				ERROR:#REF!		16/4

								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		ERROR:#REF!		9		25				ERROR:#REF!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ERROR:#REF!		8		14

						UG		3		6				3				UG		3		6				3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		ERROR:#REF!		18		22				ERROR:#REF!		4









		新③ シン						22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				FPD露光装置販売台数（台）								前年
差異 ゼンネン サイ				FPD Lithography Systems (units)								前年
差異 ゼンネン サイ												FPD Lithography Systems (units)										前年
差異 ゼンネン サイ		前回予想
差異 ゼンカイ ヨソウ サイ

		あり				市場規模 (CY21/22)		120		95				-25				Market Scale (CY21/22)		120		95				-25												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		120		95				ERROR:#VALUE!		-25

		＋				　ニコン		46		31				-15				Nikon		46		31				-15												Nikon		　ニコン		46		31				ERROR:#VALUE!		-15

		あり				半導体露光装置販売台数（新品／中古、台）												Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)																				Semiconductor Lithography Systems (New/Refurbished, units)												

		＋				市場規模 (CY21/22)		390		460				70				Market Scale (CY21/22)		390		460				70												Market Scale		市場規模 (CY21/22)		390		460				ERROR:#VALUE!		70

		測検品 ソクケンヒン				　ニコン		20/18		45/22				25/4				Nikon		20/18		45/22				25/4												Nikon		0/中古		17/18		39/22				ERROR:#VALUE!		16/4

		あり				半導体測定・検査装置（新品、台） ソクテイ ケンサ ソウチ												Semiconductor Metrology/Inspection Systems　(New, units)																																

						　ニコン		52		82								Nikon		52		82



								22年3月期
(Q3時見通し) ネン ガツ キ ジ ミトオ		22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ										FY21/3
Actual		FY22/3
Forecast																		0		前年
差異		0

		ミニステッパー				新品 シンピン		9		25				16				新品 シンピン		9		25				16										半装 ハンソウ		新品 シンピン		新品		9		25				ERROR:#VALUE!		16

						ミニステッパー		8		14				6				ミニステッパー		8		14				6												ミニステッパー		ミニステッパー		8		14				ERROR:#VALUE!		6

						UG		3		6				3				UG		3		6				3												UG		UG		3		6				ERROR:#VALUE!		3

		無し ナ				中古 チュウコ		18		22				4				中古 チュウコ		18		22				4												中古 チュウコ		中古		18		22				ERROR:#VALUE!		4

						測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30				測検：AMI＋OST ソクケン		52		82				30												測検：AMI＋OST ソクケン		測検：AMI＋OST		52		82				ERROR:#VALUE!		30









P18-20 通期実績 映・精以外 (FY22 新ｾｸﾞ)

				ヘルスケア												ヘルスケア

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		732		800				68				Revenue		73.2		80.0				6.8

				営業利益 エイギョウ リエキ		43		60				17				Operating profit		4.3		6.0				1.7

				コンポーネント												コンポーネント

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		408		530				122				Revenue		40.8		53.0				12.2

				営業利益 エイギョウ リエキ		127		170				43				Operating profit		12.7		17.0				4.3

																								

																								

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ												産業機器・その他 サンギョウ キキ タ

																								

						22年3月期
(実績) ネン ガツ キ ジッセキ		23年3月期
(見通し) ネン ガツ キ ミトオ				前年
差異 ゼンネン サイ						FY22/3
Actual		FY23/3
Forecast				前年
差異 ゼンネン サイ

				売上収益 ウリアゲ シュウエキ		360		370				10				Revenue		36.0		37.0				1.0

				営業利益 エイギョウ リエキ		29		40				11				Operating profit		2.9		4.0				1.1





P23 セグ別 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		▲17.1		▲36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		217		60		277		130		220		350								Operating profit		48.0		▲0.6		21.7		6.0		27.7		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		▲2.4		▲3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components Business		Revenue		ー		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		ー		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		▲1.2		▲1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲50		▲119		▲169		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲23.6		▲15.0		▲5.0		▲11.9		▲16.9		▲15.0		▲19.0		▲34.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		▲56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

										5,908		4,510		2,727		2,667		5,394		2,950		3,250		6,200

										67		▲560		319		178		497		230		270		500

						単位：億円　 				20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期												Billions of  Yen 		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

										通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期										Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						映像事業		売上収益		2,258		1,502		892		890		1,782		1,000		1,100		2,100						Imaging Products
Business		Revenue		225.8		150.2		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

								営業利益		▲171		▲363		125		65		190		130		90		220								Operating profit		-17.1		-36.3		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

						精機事業		売上収益		2,450		1,847		1,192		920		2,112		1,150		1,250		2,400						Precision Equipment
 Business		Revenue		245.0		184.7		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

								営業利益		480		▲6		274		120		394		130		220		350								Operating profit		48.0		-0.6		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

						ヘルスケア事業		売上収益		620		628		330		402		732		380		420		800						Healthcare
Business		Revenue		62.0		62.8		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

								営業利益		▲24		▲30		9		34		43		30		30		60								Operating profit		-2.4		-3.0		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

						コンポーネント事業		売上収益		ー		257		167		241		408		260		270		530						Components 
Business		Revenue		-		25.7		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

								営業利益		ー		1		34		93		127		80		90		170								Operating profit		-		0.1		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

						産業機器・その他		売上収益		580		276		146		214		360		160		210		370						Industrial Metrology 
and Others		Revenue		58.0		27.6		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

								営業利益		18		▲12		▲16		45		29		10		30		40								Operating profit		1.8		-1.2		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

						各セグメントに配賦
されない全社損益		営業利益		▲236		▲150		▲108		▲177		▲286		▲150		▲190		▲340						Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-23.6		-15.0		-10.8		-17.7		-28.6		-15.0		-19.0		-34.0

								内、成長投資関連費用						▲104		▲114		▲218		▲100		▲120		▲220								Business reinforcement cost 						-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

								内、共用部門費用						▲22		▲58		▲80		▲60		▲70		▲130								Corporate expense						-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

						連結		売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200						Consolidated		Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

								営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500								Operating profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0





DIVA累計値
入力箇所
(3月 見込値)

差引額
(見込累計ー
今期実績公表値)

決算発表済公表値

決算発表済公表値



P22 ▲連結 半期別 (FY21_22)

						単位：億円　 		20年3月期		21年3月期		22年3月期						23年3月期								Billions of Yen		FY2020/3		FY2021/3		FY2022/3						FY2023/3

								通期		通期		上期		下期		通期		上期		下期		通期						Full Year		Full Year		1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

						売上収益		5,910		4,512		2,730		2,666		5,396		2,950		3,250		6,200				Revenue		591.0		451.2		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

						営業利益		67		▲562		321		178		499		230		270		500				Operating Profit		6.7		-56.2		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

						営業利益率		1.1%		▲12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%				% vs Revenue		1.1%		-12.5%		11.8%		6.7%		9.3%		7.8%		8.3%		8.1%

						税引前利益		118		▲453		359		211		570		240		280		520				Profit before income taxes 		11.8		-45.3		35.9		21.1		57.0		24.0		28.0		52.0

						税引前利益率		2.0%		▲10.0%		13.2%		7.9%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%				% vs Revenue		2.0%		-10.0%		13.2%		7.9%		10.6%		8.1%		8.6%		8.4%

						当期利益		76		▲344		264		162		426		170		210		380				Profit attributable to 
owners of the parent		7.6		-34.4		26.4		16.2		42.6		17.0		21.0		38.0

						（親会社の所有者に帰属）								ー

						当期利益率		1.3%		▲7.6％		9.7%		6.1%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%				% vs Revenue		1.3%		-7.6%		9.7%		6.1%		7.9%		5.8%		6.5%		6.1%

						EPS		19.93円		▲93.96円		116.23円						103.47								EPS		¥19.93		¥-93.96		¥116.23						¥103.47

						年間配当		40円		20円		40円						40円								Annual Dividends		¥40		¥20		¥40						¥40

						ROE		1.3%		▲6.4%		7.5%						6.5%								ROE		1.3%		-6.4%		7.5%						6.5%

						FCF		▲48		229		309						-								FCF		-4.8		22.9		30.9						-

						為替：USドル		109円		106円		110円		115円		112円		120円								Exchange Rate: US$		¥109		¥106		¥110		¥115		¥112		¥120

						　　ユーロ		121円		124円		131円		130円		131円		130円								EURO		¥121		¥124		¥131		¥130		¥131		¥130







P24 ■セグ別 新セグQ別 (FY21)

																										44665

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ								反映 ハンエイ				通期公表案ー3Q累計 ツウキ コウヒョウ アン ルイケイ				通期公表案 ツウキ コウヒョウアン		入力 ニュウリョク								参考 サンコウ								計算結果 ケイサン ケッカ

								↓		↓		↓		↓								↓				↓				↓		↓																↓																		複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																																										複数年　FY2021・FY2022 フクスウ ネン																												単年　FY2021 タンネン																単年　FY2021 タンネン

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ				FY2022				積上げ ツミア										補正値 ホセイチ								自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス								開示 カイジ										検算 ケンザン								単位：億円　 				22年3月期								23年3月期										22年3月期 ネン ガツ キ		23年3月期 ネン ガツ キ																		Billions of  Yen　 				FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期												Billions of  Yen　 				FY2022/3

																						Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		通期 ツウキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ								Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

		映像事業売上収益		映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				0		1,782				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		559.7		440.3		664.8		435.2		2,100		1								0		(0)		(1)		1		560		440		664		436		2,100		2,100		1,000		1,100				映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

		映像事業営業利益		映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				0		190				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		84.0		46.0		86.7		3.3		220										0		0		(1)		1		84		46		86		4		220		220		130		90						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																		Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

		精機事業売上収益		精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				0		2,112				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		534.9		615.1		762.7		487.3		2,400		(4)		5						(5)		5		(1)		1		530		620		762		488		2,400		2,400		1,150		1,250				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

		精機事業営業利益		精機事業		営業利益		277				0		277				精機事業		営業利益		97.0		33.0		145.6		74.4		350										0		0		(1)		1		97		33		145		75		350		350		130		220						営業利益		106		111		31		29		97		33		145		75				277		350																				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		9.7		3.3		14.5		7.5				27.7		35.0						営業利益		106		111		31		29		277		旧セグ キュウ				Operating profit		10.6		11.1		3.1		2.9		27.7		旧セグ キュウ

		ヘルスケア事業売上収益		ヘルスケア事業		売上収益		732				0		732				ヘルスケア事業		売上収益		181.0		199.0		195.4		224.6		800				1						(1)		1		(0)		0		180		200		195		225		800		800		380		420				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

		ヘルスケア事業営業利益		ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43				ヘルスケア事業		営業利益		7.0		23.0		11.7		18.3		60										0		0		(1)		1		7		23		11		19		60		60		30		30						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

		コンポーネント事業売上収益		コンポーネント事業		売上収益		408				0		408				コンポーネント事業		売上収益		130.7		129.3		120.4		149.6		530				1						(1)		1		(0)		0		130		130		120		150		530		530		260		270				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

		コンポーネント事業営業利益		コンポーネント事業		営業利益		127				0		127				コンポーネント事業		営業利益		41.0		39.0		48.3		41.7		170										0		0		(0)		0		41		39		48		42		170		170		80		90						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

		産業機器・その他売上収益		産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				0		360				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		88.5		71.5		102.3		107.7		370		(8)		9						(9)		9		(0)		0		80		80		102		108		370		370		160		210				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

		産業売上		産業売上 サンギョウ ウリアゲ														産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

		産業機器・その他営業利益		産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		5.0		5.0		14.6		15.4		40										0		0		(1)		1		5		5		14		16		40		40		10		30				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲73		▲77		▲92		▲98				▲169		▲340		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグではないため
データ直貼り																Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		▲1.5		▲3.5		▲4.8		▲7.1		▲7.3		▲7.7		▲9.2		▲9.8				▲16.9		▲34.0				各セグメントに
配賦されない全社損益		営業利益		▲15		▲35		▲48		▲71		▲169		旧セグ キュウ		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-1.5		-3.5		-4.8		-7.1		-16.9		旧セグ キュウ

		産業営業利益産業分		産業営業利益 エイギョウリエキ														産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

		全社損益売上収益		全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

		全社損益営業利益		全社損益		営業利益		(169)				0		(169)				全社損益		営業利益		-73.0		-104.0		-92.0		-98.0		(367)				27						0		27		0		0		(73)		(77)		(92)		(98)		(340)		(340)		(150)		(190)

						売上収益								0						内、成長投資関連費用		-53.0		-54.0		-53.0		-56.0		(216)				7						0		7		0		(11)		-53		-47		-53		-67		-220		(220)		(100)		(120)				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		5,394				検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		539

						営業利益								0						内、共用部門費用		-29.0		-31.0		-38.0		-42.0		(140)								-10		0		0		0		10		-29		-31		-38		-32		-130		(130)		(60)		(70)						営業利益		198		121		149		29		161		69		212		58				497		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		198		121		149		29		497						営業利益		20		12		15		3		50

		連結売上収益		連結 レンケツ		売上収益		5,396				0		5,396				連結 レンケツ		売上収益		1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200				1						(1)		1		(1)		1		1,494		1,456		1,845		1,405		6,200		6,200		2,950		3,250

		連結営業利益		連結		営業利益		499				0		499				連結		営業利益		161.0		42.0		215.0		57.6		500				27						0		27		(1)		(2)		161		69		214		56		500		500		230		270				単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		次世代プロジェクト ジセダイ		27		30		27		33

						税前利益 ゼイマエ リエキ		570				0		570

						当期利益 トウキ リエキ		426				0		426								1,494.8		1,455.2		1,845.6		1,404.4		6,200																		1,480		1,470		1,843		1,407		6,200		6,200		2,950		3,250				上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ																																										上段からのデータ参照セル＋次プロから全社損益への割り振り ジョウダン サンショウ ツギ ゼンシャソンエキ ワ フ

																						161.0		42.0		215.0		55.0		473																		161		69		212		58		500		500		230		270

				FY2021				積上げ ツミア		補正値 ホセイチ		自動
億円切捨 ジドウ オクエン キリス		開示 カイジ								通期 ツウキ																																												 		単位：億円 オクエン		22年3月期 キ								23年3月期										22年
3月期 ネン ガツ キ		23年
3月期 ネン ガツ キ																				Billions of Yen		FY2022/3								FY2023/3										FY2022		FY2023				単位：億円　 				22年3月期														Billions of  Yen　 		FY2022/3

								反映 ハンエイ		入力 ニュウリョク		参考 サンコウ		計算結果 ケイサン ケッカ				為替 カワセ		US$		120																																																Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				通期		通期																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4				Full Year		Full Year								Q1		Q2		Q3		Q4		通期								Q1		Q2		Q3		Q4		Full Year

				映像事業 エイゾウ ジギョウ		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		1,782				(0)		1,782						€		130																																												映像事業		売上収益		500		392		468		422		560		440		664		436				1,782		2,100																		Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		56.0		44.0		66.4		43.6				178.2		210.0				映像事業		売上収益		500		392		468		422		1,782				Imaging Products Business		Revenue		50.0		39.2		46.8		42.2		178.2

				映像事業		営業利益 エイギョウ リエキ		190				(0)		190																																																						営業利益		92		33		63		2		84		46		86		4				190		220																				Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		8.4		4.6		8.6		0.4				19.0		22.0						営業利益		92		33		63		2		190						Operating profit		9.2		3.3		6.3		0.2		19.0

				精機事業 セイキ ジギョウ		売上収益		2,112				(0)		2,112																																																				精機事業		売上収益		518		674		437		483		530		620		762		488				2,112		2,400																		Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		53.0		62.0		76.2		48.8				211.2		240.0				精機事業		売上収益		518		674		437		483		2,112				Precision Equipment Business		Revenue		51.8		67.4		43.7		48.3		211.2

				精機事業		営業利益		398				(0)		398																																																						営業利益		133		141		58		62		97		33		145		75				394		350		

Hosoya Toshiro-細谷 俊郎: 新セグ
		←		FY21は通期合計貼り付けから、Q4差引。FY22はQ別を累計。 ツウキ ゴウケイ ハ ツ サシヒキ ベツ ルイケイ														Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		9.7		3.3		14.5		7.5				39.4		35.0						営業利益		133		141		58		62		394		新セグ シン				Operating profit		13.3		14.1		5.8		6.2		39.4		新セグ シン

				ヘルスケア事業		売上収益		732				(0)		732																																																				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		180		200		195		225				732		800																		Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		18.0		20.0		19.5		22.5				73.2		80.0				ヘルスケア事業		売上収益		158		172		202		200		732				Healthcare Business		Revenue		15.8		17.2		20.2		20.0		73.2

				ヘルスケア事業		営業利益		43				0		43																																																						営業利益		4		5		19		15		7		23		11		19				43		60																				Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		0.7		2.3		1.1		1.9				4.3		6.0						営業利益		4		5		19		15		43						Operating profit		0.4		0.5		1.9		1.5		4.3

				コンポーネント事業		売上収益		409				(1)		408																																																				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		130		130		120		150				408		530																		Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		13.0		13.0		12.0		15.0				40.8		53.0				コンポーネント事業		売上収益		77		90		139		102		408				Components Business		Revenue		7.7		9.0		13.9		10.2		40.8

				コンポーネント事業		営業利益		127				0		127																																																						営業利益		21		13		67		26		41		39		48		42				127		170																				Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		4.1		3.9		4.8		4.2				12.7		17.0						営業利益		21		13		67		26		127						Operating profit		2.1		1.3		6.7		2.6		12.7

				産業機器・その他 サンギョウ キキ タ		売上収益		360				(0)		360																																																				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		80		80		102		108				360		370																		Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		8.0		8.0		10.2		10.8				36.0		37.0				産業機器・その他		売上収益		67		79		89		125		360				Industrial Metrology and Others		Revenue		6.7		7.9		8.9		12.5		36.0

				産業売上 サンギョウ ウリアゲ		産業分 サンギョウ ブン		308				(0)		308																																																						営業利益		▲10		▲6		17		28		5		5		14		16				29		40																				Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		0.5		0.5		1.4		1.6				2.9		4.0						営業利益		▲10		▲6		17		28		29						Operating profit		-1.0		-0.6		1.7		2.8		2.9

				産業機器・その他		営業利益 エイギョウ リエキ		29				0		29																																																						営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲73		▲77		▲92		▲98				▲285		▲340																				Operating profit		-4.3		-6.5		-7.6		-10.1		-7.3		-7.7		-9.2		-9.8				-28.5		-34.0				各セグメントに配賦		営業利益		▲43		▲65		▲76		▲101		▲285		新セグ シン		Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-4.3		-6.4		-7.6		-10.3		-28.6		新セグ シン

				産業営業利益 エイギョウリエキ		産業分 サンギョウ ブン		12				(1)		11																																												全社費用 A ゼンシャヒヨウ								各セグメントに
配賦されない全社損益		内、成長投資関連費用 セイチョウトウシ カンレン ヒヨウ		▲50		▲54		▲53		▲61		▲53		▲47		▲53		▲67				▲218		▲220																				Business Reinforcement Cost		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-5.3		-4.7		-5.3		-6.7				-21.8		-22.0				されない全社損益		内、成長投資関連費用		▲50		▲54		▲53		▲61		▲218		全社費用 A ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense related to investment in growth		-5.0		-5.4		-5.3		-6.1		-21.8		全社費用 A ゼンシャヒヨウ

				全社損益 ゼンシャソンエキ		売上収益						0		0																																												全社費用 B ゼンシャヒヨウ										内、共用部門費用		1		▲23		▲27		▲31		▲29		▲31		▲38		▲32				▲80		▲130																				Corporate Expense		0.1		-2.3		-2.7		-3.1		-2.9		-3.1		-3.8		-3.2				-8.0		-13.0						内、共用部門費用		1		▲23		▲27		▲31		▲80		全社費用 B ゼンシャヒヨウ				Broken out: Expense for administration department		0.1		-2.3		-2.7		-3.1		-8.0		全社費用 B ゼンシャヒヨウ

				全社損益		営業利益		(289)				0		(289)																																																				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		1,494		1,456		1,845		1,405				5,396		6,200																		Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		149.4		145.6		184.5		140.5				539.6		620.0				連結		売上収益		1,322		1,408		1,333		1,333		5,396				Consolidated		Revenue		132.2		140.8		133.3		133.3		539.6

						内、成長投資関連費用								0																																																						営業利益		199		122		148		30		161		69		214		56				499		500																				Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		16.1		6.9		21.4		5.6				49.9		50.0						営業利益		199		122		148		30		499						Operating profit		19.9		12.2		14.8		3.0		49.9

						内、共用部門費用								0

				連結 レンケツ		売上収益		5,396				(0)		5,396																																																				検算 ケンザン		売上収益		1,320		1,407		1,335		1,332		1,480		1,470		1,843		1,407				5,394		6,200																		検算 ケンザン		売上収益		132		141		134		133		148		147		184		141				539		620				検算 ケンザン		売上収益		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検算 ケンザン		売上収益		132.0		140.7		133.5		133.2		539.4

				連結		営業利益		500				(0)		500																																																						営業利益		197		121		148		32		161		69		212		58				498		500																				営業利益		20		12		15		3		16		7		21		6				50		50						営業利益		197		121		148		32		498						営業利益		19.7		12.2		14.8		3.0		49.7



																																																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク																																				＊---　各セグメントに配賦されない費用 カク ハイフ ヒヨウ						差額：セグ間取引が裏側に隠れている。 サガク カン トリヒキ ウラガワ カク

																																																																												-113.4		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)																		次世代 (to全社損益) ジセダイ ゼンシャ ソンエキ				-25.0		-27.2		-29.6		-31.6		(25)		(24)		(25)		(25)				(113)		(99)

								5,396						5,394

								498						498



																																																																																																																																																										Billions of  Yen　 		FY2022/3						FY2023/3

																																																																																																																																																												1H		2H		Full Year		1H		2H		Full Year

																																																																																																																																																								Imaging Products Business		Revenue		89.2		89.0		178.2		100.0		110.0		210.0

																																																																																																																																																										Operating profit		12.5		6.5		19.0		13.0		9.0		22.0

																																																																																																																																																								Precision Equipment Business		Revenue		119.2		92.0		211.2		115.0		125.0		240.0

																																																																																																																																																										Operating profit		27.4		12.0		39.4		13.0		22.0		35.0

																																																																																																																																																								Healthcare Business		Revenue		33.0		40.2		73.2		38.0		42.0		80.0

																																																																																																																																																										Operating profit		0.9		3.4		4.3		3.0		3.0		6.0

																																																																																																																																																								Components Business		Revenue		16.7		24.1		40.8		26.0		27.0		53.0

																																																																																																																																																										Operating profit		3.4		9.3		12.7		8.0		9.0		17.0

																																																																																																																																																								Industrial Metrology and Others		Revenue		14.6		21.4		36.0		16.0		21.0		37.0

																																																																																																																																																										Operating profit		-1.6		4.5		2.9		1.0		3.0		4.0

																																																																																																																																																								Corporate P/L
non-attributable to 
any reportable segments		Operating profit		-10.7		-17.9		-28.6		-15.0		-19.0		-34.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense related to investment in growth		-10.4		-11.4		-21.8		-10.0		-12.0		-22.0

																																																																																																																																																										Broken out: Expense for administration department		-2.2		-5.8		-8.0		-6.0		-7.0		-13.0

																																																																																																																																																								Consolidated		Revenue		273.0		266.6		539.6		295.0		325.0		620.0

																																																																																																																																																										Operating profit		32.1		17.8		49.9		23.0		27.0		50.0

																																																																																																																																																												-43		-65		-76		-101		-73		-77		-92		-98

																																																																																																																																																												-50		-54		-53		-61		-53		-47		-53		-67

																																																																																																																																																												1		-23		-26		-32		-29		-31		-38		-32
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P27 BS 費目別

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				非流動資産 ヒ リュウドウ シサン		3,441		3,362		3,286		3,138		3,253						資本合計 シホン ゴウケイ		5,735		6,167		5,417		5,387		5,999

				その他の金融
・流動資産 タ キンユウ リュウドウ シサン		258		186		190		156		148						その他負債 タ フサイ		2,199		1,965		1,492		1,403		1,476

				棚卸資産 タナオロシシサン		2,355		2,533		2,465		2,357		2,389						有利子負債 ユウ リシ フサイ		1,283		1,289		1,391		1,476		1,530

				売上債権
・その他の債権 ウリアゲ サイケン タ サイケン		1,045		1,158		877		729		905						前受け金 マエウ キン		1,766		1,928		1,758		1,631		1,392

				現金・
現金同等物 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ		3,884		4,110		3,240		3,517		3,702								10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

						10,983		11,349		10,058		9,897		10,397

																						〇		〇		〇		〇		〇

						18/3		19/3		20/3		21/3		22/3								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				Non-current assets		344.1		336.2		328.6		313.8		325.3						Total equity		573.5		616.7		541.7		538.7		599.9

				Other current financial/current assets		25.8		18.6		19.0		15.6		14.8						Other liabilities		219.9		196.5		149.2		140.3		147.6

				Inventories		235.5		253.3		246.5		235.7		238.9						Interest-bearing debt		128.3		128.9		139.1		147.6		153.0

				Trade & other receivables		104.5		115.8		87.7		72.9		90.5						Advances received		176.6		192.8		175.8		163.1		139.2

				Cash & Cash Equivalents		388.4		411.0		324.0		351.7		370.2								1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

						1,098.3		1,134.9		1,005.8		989.7		1,039.7

																						〇		〇		〇		〇		〇







P28 設備投資・棚卸資産

		設備投資 セツビトウシ				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				設備投資 セツビ トウシ		249		287		305		425		400						Capital Expenditures		24.9		28.7		30.5		42.5		40.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		278		341		280		249		270						Depreciation		27.8		34.1		28.0		24.9		27.0

		棚卸資産 タナオロシ シサン				19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(見通し) ミトオ								19/3		20/3		21/3		22 /3		23 /3
(Forecast)

				映像 エイゾウ		552		642		510		375		452						Imaging Products		55.2		64.2		51.0		37.5		45.2

				精機 セイキ		1,315		1,366		1,468		1,467		1,351						Precision Equipment		131.5		136.6		146.8		146.7		135.1

				ヘルスケア		152		157		178		158		190						Healthcare		15.2		15.7		17.8		15.8		19.0

				コンポーネント				187		79		87		97						Components		0.0		18.7		7.9		8.7		9.7

				産業機器・その他 サンギョウキキ タ		336		181		230		270		299						Industrial Metrology and Others		33.6		18.1		23.0		27.0		29.9

						2,355		2,533		2,465		2,357		2,389								235.5		253.3		246.5		235.7		238.9

														変更なし ヘンコウ





P29 セグ別売上グラフ

										変更なし ヘンコウ

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						Revenue		% Seg		Revenue		% Seg

				映像 エイゾウ		1,502		33%		1,782		33%				Imaging Products		150.2		33%		178.2		33%

				精機 セイキ		1,847		41%		2,112		39%				Precision Equipment		184.7		41%		211.2		39%

				ヘルスケア		628		14%		732		14%				Healthcare		62.8		14%		73.2		14%

				コンポーネント		257		6%		408		8%				Components		25.7		6%		40.8		8%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		275		6%		360		7%				Industrial Metrology and Others		27.5		6%		36.0		7%

						4,512				5,396								451.2				539.6

						4,509		100%		5,394		100%						451		100%		539		100%

						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ								22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン								内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				日本 ニホン				0%				0%				Japan				0%				0%

				米国 ベイコク				0%				0%				United States				0%				0%

				欧州 オウシュウ				0%				0%				Europe				0%				0%

				中国 チュウゴク				0%				0%				China				0%				0%

				その他 タ				0%				0%				Others				0%				0%

						5,396				4,063								5,396				4,063

						0		0%		0		0%						0		0%		0		0%





P30 研究開発費

				研究開発費 ケンキュウカイハツヒ														R&D

						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
(見通し) ミトオ						19/3		20/3		21/3		22/3		23/3
Forecast

				研究開発投資 ケンキュウ カイハツ トウシ		639		622		599		611		640				R&D Expenditures		63.9		62.2		59.9		61.1		64.0

				研究開発投資対
売上収益比率 ケンキュウ カイハツ トウシ タイ ウリアゲ シュウエキ ヒリツ		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%				R&D vs Revenue (%)		9.0%		10.5%		13.3%		11.3%		10.3%

				全社売上 ゼンシャ ウリアゲ								5396		6200				Revenue								539.6		620



						22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ										22年3月期 ネン ガツキ				23年3月期 ネン ガツキ

						内円 ウチ エン				外円 ガイエン										内円 ウチ エン				外円 ガイエン

						金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ								金額 キンガク		比率 ヒリツ		金額 キンガク		比率 ヒリツ

				映像 エイゾウ		152		25%		170		27%						Imaging Products		15.2		25%		17		27%

				精機 セイキ		185		30%		200		31%						Precision Equipment		18.5		30%		20		31%

				ヘルスケア		60		10%		55		9%						Healthcare		6		10%		5.5		9%

				コンポーネント		28		5%		40		6%						Components		2.8		5%		4		6%

				産業機器
・その他 サンギョウ キキ タ		15		2%		25		4%						Industrial Metrology and Others		1.5		2%		2.5		4%

				共用部門 キョウヨウ ブモン		171		28%		150		23%						Corporate
(Undistribued)		17.1		28%		15		23%

						611		100%		640		100%								61.1		100%		64		100%

						611				640										61.1				64.0





P31 CF

						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3						17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3

				営業利益		7		562		826		67		-562		499				Operating Profit		0.7		56.2		82.6		6.7		-56.2		49.9

				営業CF		973		1,250		689		164		49		313				Cash Flows from
operating activities		97.3		125.0		68.9		16.4		4.9		31.3

				投資CF		-406		-348		-253		-212		180		-3				Net cash used 
in investing activities		-40.6		-34.8		-25.3		-21.2		18.0		-0.3

				FCF		566		902		435		-48		229		309				Free cash flow		56.6		90.2		43.5		-4.8		22.9		30.9

				財務CF		155		-199		-215		-727		-49		-261				Net cash used 
in financing activities		15.5		-19.9		-21.5		-72.7		-4.9		-26.1





P32 映像 カテゴリー別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		23/3-Q4

				レンズ交換式デジタルカメラ コウカン シキ		72		59		85		46		57		50		64		35		45		35		58		24		14		24		28		18		22		17		16		15		70

				交換レンズ コウカン		108		94		130		69		89		76		102		50		74		57		95		39		22		39		47		27		39		27		36		25		127

				レンズ一体型デジタルカメラ イッタイガタ		77		62		72		40		43		42		45		30		27		23		23		11		5		7		8		6		7		6		4		2		19

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		257		215		287		155		189		168		211		115		146		115		176		74		41		70		83		51		68		50		56		42

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				DCIL(Digtal Camera-Interchangeable Lens Type)		720		590		850		460		570		500		640		350		450		350		580		240		140		240		280		180		220		170		160		150

				Interchangeable Lens		1,080		940		1,300		690		890		760		1,020		500		740		570		950		390		220		390		470		270		390		270		360		250

				CDSC(Compact Digital Still Camera)		770		620		720		400		430		420		450		300		270		230		230		110		50		70		80		60		70		60		40		20

				合計 (検算) ゴウケイ ケンザン		2,570		2,150		2,870		1,550		1,890		1,680		2,110		1,150		1,460		1,150		1,760		740		410		700		830		510		680		500		560		420





P33 精機 事業別台数

																								18/3		19/3		20/3		21/3		22/3		23/3

																								Actual		Actual		Actual		Actual		Actual		Forecast

																								18/3Actual		19/3Actual		20/3Actual		21/3Actual		22/3Actual		23/3Forecast

						18/3
(実績） ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17						5/6世代 セダイ		34		16		4		11		30		17

				7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6						7/8世代 セダイ		30		37		5		4		1		6

				10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8						10.5世代 セダイ		3		17		18		14		15		8

						67		70		27		29		46		31								67		70		27		29		46		31

				確認 to スライド カクニン								29		46		31						確認 to スライド カクニン								29		46		31



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 セン		12		20		14		10		16		18						i線 セン		12		20		14		10		16		18

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						30		41		45		27		27		47								30		41		45		27		27		47

				確認 to スライド カクニン								27		27		47						確認 to スライド17 カクニン								27		27		47



		ミニステッパー追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		11						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10						ArF液浸 エキシン		5		7		14		6		3		10

						33		47		49		34		35		61								33		47		49		34		35		61



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				確認 to スライド カクニン										35		61						確認 to スライド17 カクニン										35		61



		ミニステッパー+UG追加 ツイカ																↓ New



						18/3
(実績) ジッセキ		19/3
(実績) ジッセキ		20/3
(実績) ジッセキ		21/3
(実績) ジッセキ		22/3
(実績) ジッセキ		23/3
(今回見通し) コンカイ ミトオ								18/3
Actual		19/3
Actual		20/3
Actual		21/3
Actual		22/3
Actual		23/3
Forecast

				i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32						i線 他 セン タ		15		26		18		17		24		32

				KrF		5		3		3		4		5		8						KrF		5		3		3		4		5		8

				ArF		8		11		14		7		3		13						ArF		8		11		14		7		3		11

				ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12						ArF液浸 エキシン		11		12		18		11		6		12

						39		52		53		39		38		65								39		52		53		39		38		63



				MEMSステッパー		3		6		4		7		8		14						MEMS Stepper		3		6		4		7		8		14

				UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2						UG  (Dry ArF)		0		0		0		0		0		2

				UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2						UG  (ArF Imm)		6		5		4		5		3		2

				確認 to スライド カクニン										38		67						確認 to スライド17 カクニン										38		67







P35 半装 Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9

																																				27								27

																																		確認 to スライド→ カクニン		OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						5		6		6		13		7		10		6		18		7		11		10		17		3		6		7		11		1		9		8		9





(補助ﾃﾞｰﾀ) ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ等

																																																														2022/4/29差替え サシカ

				IR公表台数追加検討　→　ミニステッパー、測検（AMIとOST）、UG コウヒョウ ダイスウ ツイカ ケントウ ソク ケン



				過去販売台数実績 ハンバイ ダイスウ																																																		単位：台 タンイ ダイ				FY22計画 ケイカク

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ミニステッパー		1		1		0		1		3		2		1		1		2		6		1		0		2		1		4		2		2		2		1		7		0		5		0		3		8				ミニステッパー		14		24.0				0.6670731707

				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ																																5		10		7		9		31		13		15		9		15		52				測検（AMIとOSTの合計） ソク ケン ゴウケイ		82		54.7		売上収益にはSISおよび号機外を含む ウリアゲ シュウエキ ゴウキ ガイ フク

				Litho Booster																								1						1		1				2				3						1		1		2				Litho Booster		3		32.0

				UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				UG		6		33.8		5.6333333333		16.9

				計 ケイ		2		3		1		3		9		3		1		1		6		11		1		2		3		3		9		9		13		13		11		46		14		22		10		19		65				計 ケイ		105		144.5

				【UG線源別内訳】 セン ゲン ベツ ウチワケ

						FY17										FY18										FY19										FY20										FY21														販売台数
（台） ハンバイ ダイスウ ダイ		売上収益
（億円） ウリアゲ シュウエキ オクエン

						1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		計 ケイ

				ArFDry UG																																																						ArFDry UG		2		6.1

				ArFimm UG		1		2		1		2		6		1		0		0		4		5		0		1		1		2		4		1		1		2		1		5		1		2		0		0		3				ArFimm UG		4		27.7





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12

																																												35

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						6		7		6		14		9		11		7		20		8		11		12		18		5		8		9		12		1		14		8		12





P34 FPD Q別台数

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				5/6世代 セダイ		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				7/8世代 セダイ		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1

				10.5世代 セダイ						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3		0		5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46

																																				OK								OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				G5/6		17		6		5		6		3		1		8		4		2		1				1				1		3		7		6		10		6		8

				G7/8		4		7		8		11		12		13		6		6		3		1		1								2		2		1						

				G10.5						1		2		4		3		4		6		4		7		5		2				4		7		3		6		7		1		1

						21		13		14		19		19		17		18		16		9		9		6		3				5		12		12		13		17		7		9

																																				29								46





P35 半装 Q別台数 (追加 ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ・UG)

				i線 セン		1		3		2		6		5		5		1		9		2		4		3		5		1				3		6				6		5		5

				ﾐﾆｽﾃｯﾊﾟｰ		1		1		0		1		2		1		1		2		1		0		2		1		2		2		2		1		0		5		0		3



				ArF		2		1		3		2		2		3		2		4		2		4		3		5		1		3		2		1						2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

				UG (Dry ArF)		1		2		1		2		1		0		0		4		0		1		1		2		1		1		2		1		1		2		0		0

				UG (ArF Imm)

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i線 セン		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF液浸 エキシン		2		1		0		2		0		1		2		4		2		3		2		7		0		2		2		2		0		1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12

																																												38

																																										確認 to スライド→ カクニン		OK

						18/3-Q1		18/3-Q2		18/3-Q3		18/3-Q4		19/3-Q1		19/3-Q2		19/3-Q3		19/3-Q4		20/3-Q1		20/3-Q2		20/3-Q3		20/3-Q4		21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				i-line		2		4		2		7		7		6		2		11		3		4		5		6		3		2		5		7				11		5		8

				KrF				1		1		3				1		1		1		1				2				1		1				2		1		2				2

				ArF		3		3		4		4		3		3		2		8		2		5		4		7		2		4		4		2		1		2		2		1

				ArF immersion		2		1				2				1		2		4		2		3		2		7				2		2		2				1		1		1

						7		9		7		16		10		11		7		24		8		12		13		20		6		9		11		13		2		16		8		12





測検品・LB

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16

						21/3-Q1		21/3-Q2		21/3-Q3		21/3-Q4		22/3-Q1		22/3-Q2		22/3-Q3		22/3-Q4

				AMI・OST		5		10		7		9		13		15		9		15

				LB		1				2								1		1

						6		10		9		9		13		15		10		16



AMI・OST	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	5	10	7	9	13	15	9	15	LB	21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	1	2	1	1	

21/3-Q1	21/3-Q2	21/3-Q3	21/3-Q4	22/3-Q1	22/3-Q2	22/3-Q3	22/3-Q4	6	10	9	9	13	15	10	16	
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Financial Position Breakdown in year ended March 31, 2022:

ASSETS LIABILITIES/ EQUITY

Note: Equity ratio is ratio of equity attributable to owners of the parent to total assets. 
Cash and Cash Equivalents excludes time deposits with maturities of three months or more.  

Cash & Cash 
Equivalents

Trade & other 
receivables

Inventories

Other current financial
/current assets

Non-current
assets

Other 
liabilities

Total equity

Interest-bearing 
debt

Advances 
received

328.6 313.8 325.3 

19.0 15.6 14.6 

246.5 235.7 238.9 

87.7 72.9 90.5 

324.0 351.7 370.2 

1,005.8 989.7 
1,039.5 

0

250

500

750

1,000

1,250

20/3 21/3 22/3

¥1,250B

541.7 538.7 599.9 

149.2 140.3 
147.4 

139.1 147.6 
153.0 

175.8 163.1 
139.3 

1,005.8 989.7 
1,039.5 

0

250

500

750

1,000

1,250

20/3 21/3 22/3

¥1,250B

Equity ratio 53.7% 54.3%             57.5%
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CAPITAL EXPENDITURES,
DEPRECIATION INVENTORY BREAKDOWN

Forecast for the year ended March 31, 2022:
Capital Expenditures, Depreciation and Inventory

Imaging Products

Precision 
Equipment

Components

Industrial Metrology 
and Others

Healthcare
24.9

28.7
30.5

42.1
40.0

27.8

34.1

28.0
24.8

27.0

0

10

20

30

40

50

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
Forecast

Capital Expenditures Depreciation

64.2 51.0 37.5 45.2

136.6 146.8
146.7 135.1

15.7 17.8
15.8 19.0

18.7 7.9
8.7 9.7

18.1
23.0

27.0 29.9

253.3 246.5
235.7 238.9

0

50

100

150

200

250

300

19/3 20/3 21/3 22 /3

¥50B ¥300B

Note: Capital expenditures in FY2020/3 includes the leased assets of approximately ¥4.0B upon the adoption of IFRS16.
Depreciation from FY2018/3 includes the amortization of in-plant development costs and in FY2020/3 depreciation of right-to-use asset, same as capital expenditures.
The semiconductor related equipment business has been transferred to the Precision Equipment Business from the Industrial Metrology and Others.
Inventory of ¥2.6B in the end of 2020/3 have been transferred from Industrial Metrology and Others to the Precision Equipment Business as a result of retroactive application to FY2020/3 respectively.
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18%
98.3

22/3
24%
129.2

13%
72.2

28%
153.4

16%
86.2

22/3
33%
178.2

39%
211.2

14%
73.2

8%
40.8

7%
36.0

Revenue Breakdown for the year ended March 31, 2022

Note: The outside and inside circles show the breakdown of FY2022/3 revenue of ¥539.6B and FY2021/3 revenue of ¥451.2B, respectively. 

BY SEGMENT BY REGION

Japan

United
States

Europe

China

Others

Billions of yenBillions of yenIndustrial Metrology 
and Others

Healthcare

Precision 
Equipment

Imaging 
Products21/3

33%
150.2

41%
184.7

14%
62.8

6%
25.7

6%
27.6 16%

72.6

21/3
25%
114.7

16%
71.3

27%
121.0

16%
71.3

Components



31

23/3
Forecast

27%
17.0

31%
20.0

9%
5.5

6% 4.0

4% 2.5

23%
15.0

Forecast for the year ended March 31, 2022:
R&D Expenditures

Healthcare

Imaging
Products

Note: R&D expenditures includes capitalization of some development expenditure.
Due to segment revision from the FY2023/3, financial figures for the FY2022/3 are displayed according to the reorganized display.

Billions of yen

R&D EXPENDITURES R&D EXPENDITURES BREAKDOWN

Corporate 
(undistributed)

Industrial
Metrology
and Others

Precision Equipment

63.9 62.2 59.9 61.1
64.0

9.0%

10.5%

13.3%

11.3%

10.3%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
Forecast

R&D Expenditures R&D vs
Revenue (%)

¥70B

Components

22/3

25%
15.2

31%
18.910%

6.0

5% 2.8

3% 1.8

26%
16.1
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Cash Flow History

Note: FCF + CF from financial activities + Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents = net increase (decrease) in cash and cash equivalents

0.7

56.2

82.6

6.7

-56.2

49.9

97.3

125.0

68.9

16.4
4.9

31.3

-40.6 -34.8
-25.3 -21.2

18.0

-0.3

15.5

-19.9 -21.5

-72.7

-4.9

-26.1

56.6

90.2

43.5

-4.8

22.9 30.9

-100

-50

0

50

100

150

Operating Profit Cash Flows from
operating activities

Net cash used
in investing activities

Net cash used
in financing activities

Free cash flow

¥150B

17/3       18/3   19/3       20/3       21/3 22/3
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Imaging Products Business: Sales Units

SALES IN UNITS BY PRODUCT CATEGORY

570
500

640

350

450

350

580

240

140
240 280

180 220 170 160 150

890 

760 

1,020 

500 

740 

570 

950 

390 

220 

390 
470 

270 

390 

270 
360 

250 

430 420 450

300 270 230 230

110 50 70 80 60 70 60 40 20
0

500

1,000

1,500

19/3-Q1 19/3-Q2 19/3-Q3 19/3-Q4 20/3-Q1 20/3-Q2 20/3-Q3 20/3-Q4 21/3-Q1 21/3-Q2 21/3-Q3 21/3-Q4 22/3-Q1 22/3-Q2 22/3-Q3 22/3-Q4

DCIL(Digtal Camera-Interchangeable Lens Type) Interchangeable Lens Digital camera with integrated lens

1,500K Units

Note:  Digital camera with integrated lens : A camera equipped with uncatchable lens and do not have the function to replace lenses. (Eligible products of Nikon : COOLPIX P1000, P950, etc.)
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Forecast for the year ending March 31, 2023:
Precision Equipment Business Sales Units

ArF immersion

ArF

KrF

i-line, etc.

G7/8

G5/6

Note: “i-line, etc.” part in numbers of semiconductor lithography systems sales include sales numbers of the “Mini Step & Repeat Exposure System”.
The unit sales of new semiconductor lithography systems are 27 units in FY2019/3, 38 units in FY2020/3, 23 units in FY2021/3, 17 units in FY2022/3,  39units(forecast) in FY2023/3. 

G10.5

SEMICONDUCTOR LITHOGRAPHY 
SYSTEMS SALES BY TECHNOLOGY

（INCL. REFURBISHED）
FPD LITHOGRAPHY SYSTEMS SALES 

BY GENERATION

16 
4 

11 

30 
17 

37 

5 
4 

1 

6 

17 

18 
14 

15 

8 

70 

27 29 

46 

31 

0

20

40

60

80

19/3
Actual

20/3
Actual

21/3
Actual

22/3
Actual

23/3
Forecast

26 
18 17 

24 
32 

3 

3 4 

5 

8 11 
14 

7 
3 

11 7 14 

6 
3 

10 
47 49 

34 35 

61 

0

20

40

60

80

19/3
Actual

20/3
Actual

21/3
Actual

22/3
Actual

23/3
Forecast

80 Units 80 Units
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Precision Equipment Business: Sales Units

FPD LITHOGRAPHY SYSTEMS SALES IN UNITS 
BY GENERATION

3 1 

8 
4 2 1 1 1 3

7 6
10

6 8

12 
13 

6 

6 

3 
1 

1 

2 

2 
1

4
3 4 

6 

4 
7 

5 
2 4 

7 
3 6

7

1
1

19 
17 18 

16 

9 9 
6 

3 
0 

5 

12 12 13

17

7
9

0

10

20

30

G5/6 G7/8 G10.5 系列4

30 Units
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Precision Equipment Business: Sales Units

SEMICONDUCTOR LITHOGRAPHY SYSTEMS SALES 
IN UNITS BY TECHNOLOGY（INCL. REFURBISHED）

7 6 
2 

11 

3 4 5 6
3 2 

5 
7 

11

5
8

1 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

2 

2

2
2 3 

2 

4 

2 
4 

3 5 

1 3
2

1

2

11 

2 

4 

2 

3 
2 

7 

2 
2 

2 

1

1

1
9 

11 

7 

20 

8 

11 
12 

18 

5 

8 
9 

12 

1 

14 

8 

12 

0

5

10

15

20

i-line, etc KrF ArF ArF immersion 系列5

20 units

Note: “i-line, etc.” part in numbers of semiconductor lithography systems sales include sales numbers of the “Mini Step & Repeat Exposure System”.



37

Forecast for the year ending March 31, 2023:
Foreign Exchange Impact

Exchange Rate Financial Impact 
from Fluctuation by 1 yen

FY2022/3
Forecast Revenue Operating Profit

US $ ￥120 Approx.
￥2.2billion

Approx.
￥0.4billion

EURO ￥130 Approx.
￥0.6billion

Approx.
￥0.3billion

Note: The foreign exchange impact above is made on the assumption that emerging-market currencies move according to the influence of US $ and EURO. 
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Capital allocation: Strengthen investments in sustainable growth
and realize stable shareholder returns

Total Equity Capital 
invested in 
businesses

Other
Other

Interest-bearing 
liabilities Cash and 

deposits for 
distribution

Operating CF 
(before R&D 
investments)
(FY2022-25)

Strategic 
investments

Approx. 30%

R&D
35-40%
Capital 

expenditures
Approx. 20%

Shareholder returns 
10%+

• M&A to accelerate growth
• Additional investments in human 

capital
• Prioritize investments in delivery of 

solutions and growth drivers

• Support increased production of 
EUV related components, Contract 
Cell Manufacturing

• Strengthen base for manufacturing 
and advance DX

• Total shareholder return ratio 40%+
(Stable dividends + opportunistic 
share buybacks)

BS
Liabilities 
and Equity

BS 
Assets
＋CF

Source of 
funds for 
allocation

Total assets
Continue disciplined 
management
Aim for equity ratio of 
Approx. 55-60%

Optimize by business
Strengthen growth and 
strategic investments

• Consolidate business development 
and cutting-edge R&D in 
environmentally friendly 
Headquarters building

Future CF

Redisplaying of Medium-Term Management Plan 
(FY2022-FY2025) announced in April 2022
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Disclaimer Regarding Forecast and Projections

Forward-looking statements for earnings and other performance data contained herein are 
based on information currently available to the Company, and all potential risks and 
uncertainties are taken into account. The Company asks that investors understand that 
changes in conditions may cause actual performance to significantly differ from these 
projections.
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