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2016年2⽉25⽇
オムロン株式会社

執⾏役員常務 安藤 聡

オムロンにおける⻑期視点の経営
- 成⻑投資の観点から -

経済産業省 「持続的な価値創造に向けた投資のあり⽅検討会」
ご参考資料

資料５
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⻑期ビジョンにおける企業価値向上の考え⽅

利益配分の基本⽅針
• 成⻑投資の優先
• 安定的・継続的な配当
• 資本効率の最適化

利益配分の基本⽅針
• 成⻑投資の優先
• 安定的・継続的な配当
• 資本効率の最適化

中期財務⽬標
売上⾼/GP率/営業利益
ROIC/ROE/EPS

中期財務⽬標
売上⾼/GP率/営業利益
ROIC/ROE/EPS

資本政策の基本⽅針
• 積極的な事業運営を可能とする
財務体質の維持

• 効率的な運転資⾦運⽤

資本政策の基本⽅針
• 積極的な事業運営を可能とする
財務体質の維持

• 効率的な運転資⾦運⽤

• ROIC逆ツリー展開
• ポートフォリオマネジメント

ステークホルダーとの
強固な信頼関係の構築

• ステークスホルダーとの責任ある対話
• 公正かつ透明性の⾼い経営

ステークホルダーとの
強固な信頼関係の構築

• ステークスホルダーとの責任ある対話
• 公正かつ透明性の⾼い経営
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2014-2016年度の利益配分⽅針と資本政策

1. 企業価値の⻑期最⼤化にむけた
成⻑投資を優先

2. 配当については、フリー・キャッ
シュ・フローのレベルを勘案し、
安定的かつ継続的に還元
(2014年度は配当性向25%。
中⻑期的な株主還元のさらなる充
実に向け、2015及び2016年度は
配当性向を30%に引き上げる。)

3. ⻑期にわたり留保された余剰資⾦
は、⾃社株買い等により機動的に
還元

 現状認識：財務体質は極めて健全
• (S＆P) ⻑期 A , 短期 A-1 / (R&I) 

⻑期 AA- , 短期 a-1+
• ⼗分な資⾦調達余⼒を有する
• 強固な財務体質により積極的な事業

運営が可能

 利益配分基本⽅針：成⻑投資と株主
還元のバランスに配慮

 資⾦調達：成⻑投資に向けた資⾦調
達は、必要に応じ臨機応変に実施
• ⼿元現預⾦は、⽉商程度を運転資⾦

として確保

資本政策の基本⽅針利益配分の基本⽅針
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成⻑に向けた投資

成⻑投資
含M&A

設備投資

1,000億円程度

1,000億円程度

研究開発費 1,500億円程度

3年間の投資総額
（FY14〜FY16）

※成⻑投資の⼀部が含まれています。

中期経営⽬標達成に向けた投資計画



Page 5設備投資・研究開発費の推移(過去10年間)

着実な設備投資と研究開発を実施
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Page 62015年4⽉ CTO新設

前ヘルスケア事業トップの宮⽥がCTOに就任
三位⼀体の経営体制で確実に投資を実施

①オムロン全社のコア技術の強化
②社外との提携によるオープンイノベーションの推進
③2020年の先を⾒据えた新規技術の開発

CTO
ミッション

CTO
宮⽥ 喜⼀郎
前・ヘルスケア
事業トップ

CEO
⼭⽥ 義⼈

CFO
鈴⽊ 吉宣
前・⾞載事業
トップ



Page 7平成27年度「知財功労賞」

経済産業省・特許庁が主催する知財功労賞*において、
平成27年度 経済産業⼤⾂表彰を受賞

*知的財産権制度を有効に活⽤し、円滑な運営・発展に貢献のあった企業や個⼈
等に対する表彰制度



Page 8デルタ タウ社、アデプト社のM＆Aの狙い

M&Aを通じて幅広い商品ラインナップをさらに拡充

Input Logic Output

Safetyセーフティー
コントローラー

画像センサー

コントローラー

PLC

デルタ タウ社製
モーション

コントローラー インバーター

サーボモーター・
サーボドライバ

⾮常停⽌スイッチ

ファイバーセンサー

セーフティー
ライトカーテン

Robotアデプト社製
ロボット



Page 9Industry4.0の実現に向けて

M＆Aと研究開発を通じ、商品ラインナップと技術⼒を強化
これをベースにビッグデータを活⽤し、Industry4.0の実現に貢献

オムロンの制御技術
（ILO+S） 情報技術

(ビッグデータの
活⽤)ロボティクス技術

(+R)

Industry4.0Industry4.0
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次世代を担う経営⼈材をグローバルで計画的に確保・育成

 グループ経営上重要なポジションの⼈材確保・育成
• 後継者計画の作成
• 研修、実務、キャリアプランの実⾏

 海外の重要ポジションの現地化
• 現地経営⼈材の育成と登⽤

42%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

FY11 FY12 FY13 FY14

海外の重要ポジションに占める外国⼈⽐率
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次世代を担う経営⼈材をグローバルで計画的に確保・育成
 ⻑期的視点に基づく「グローバルものづくり⼈材」の育成

• 世界最⾼レベルのものづくりの実現を⽬指す
• 中国エリア本社に「ものづくり⼈材開発部」を設置。

⽣産現場の⾃動化推進に伴い必要となる⽣産技術者の確保・
育成に注⼒

陝⻄⼯業職業技術学院 2014年度卒業式

2010年より中国の陝⻄⼯業職業技術学院、
2014年より広⻄機電職業技術学院と連携し、
オムロンのものづくりを学んでもらう
「オムロンクラス」を開講
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ROIC経営

ROIC逆ﾂﾘｰ展開 ポートフォリオ
マネジメント

各事業の構造・課題に応じた、ROIC改
善の強化項⽬（ドライバー）とそれらを
強化・改善するためのアクションとKPIを
設定。

各BCのポジションに応じた、戦略を実⾏。

経営資源の配分を決定

オムロンのROIC経営

中期経営⽬標達成に向け、投下資本利益率(ROIC)を活⽤



Page 13ROIC逆ツリー展開

ROIC

運転資金回転率

固定資産回転率

販管費率

注力業界/ｴﾘｱ 売上
新商品/注力商品 売上
売価ｺﾝﾄﾛｰﾙ
変動費CD額・率
失敗ｺｽﾄ率

改善ドライバーKPI

在庫月数
不動在庫月数
債権/債務月数

現 場

設備回転率
（1/N自動化率）

R&D率

付加価値率

製造固定費率

売上高人件費率

一人当り生産台数
自動化率（省人数）

投下
資本

回転率

実⾏計画 ROS

逆ツリー展開を通じ、現場まで繋がったKPI/PDCAを実⾏

売上総利益率
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S
投資領域

0% X％ ROIC

売上⾼
成⻑率

A
再成⻑検討
領域

B
成⻑期待領域

Y%

C
収益構造改⾰

領域

ポートフォリオマネジメント

M&A・成⻑加速・構造改⾰・新規参⼊を⾒据えた、
投資資源配分の経営判断



Page 15東証主催「企業価値向上表彰」⼤賞受賞

＜⼤賞受賞の理由＞
１．投資者視点を意識した経営⽬標を掲げて投資者との対話を深めている。
２．経営⽬標の達成に向けてきめ細かな事業ポートフォリオの管理を実践している。
３．企業価値向上に関する経営管理の仕組みを組織に深く落とし込んでいる。
４．企業価値向上の取組みの成果が現れている。



Page 16

別添資料
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創業 1933年（昭和8年）5⽉10⽇

本社 京都市下京区塩⼩路通堀川東⼊

発⾏済株式総数 213,958千株

上場市場 東証１部（証券コード 6645）

⼦会社数 連結⼦会社168社、持分法適⽤関連会社14社

連結従業員数 連結39,427⼈、国内11,789/海外27,638⼈＊

連結売上⾼ 8,473億円（2015年3⽉期連結）（うち、海外売上⾼構成⽐60％）

時価総額 約8,697億円（2015年12⽉30⽇終値、株価4,065円）

単元株 100株
＊2015年6⽉末時点

別添資料
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事業部⾨別
構成⽐

（2014年度）

39％

16％

10％

12％

10％

12％

制御機器事業
⼯場⾃動化により、世界の
ものづくり⾰新をリードする
オムロンの主⼒事業
（センサ、コントロール機器など）

電⼦部品事業
家電、通信機器などの
⾼性能化に貢献
（リレー、スイッチなど）安全で、⼈と環境にやさしい

クルマを⽬指し、カーエレクトロ
ニクスの新たな領域にチャレンジ
（電動パワステコントローラなど）

社会システム事業

ヘルスケア事業

本社直轄（その他）事業（環境など）

社会インフラのための多彩な
システムで、快適で安全な
社会⽣活に貢献
（⾃動改札機・券売機など）

世界中の⼈々の健康をサポート
（電⼦⾎圧計、体温計など）

太陽光発電⽤パワーコンディ
ショナなど

＊上記以外に売上⾼には
消去調整他が1%含まれます

⾞載事業

事業内容と売上構成別添資料
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企業価値向上の取り組み

特徴

⻑期視点で経営の舵取りを⾏い、事業価値・株
主価値・ブランド価値をバランスよく⾼めるために、
下記の事項を重視し、実践している。

１．確固とした経営理念に基づく経営

２．透明性・実効性の⾼いコーポレート・
ガバナンス

３．事業部⾨制を前提としたマトリクス経営
４．ROICをKPIにした事業ポートフォリオ運営
５．10年の⻑期ビジョンと中期経営⽬標の開⽰

（特にROIC, EPS, キャッシュフローの使途）
６．⾃発的な情報開⽰に基づくステークホルダー

との建設的な対話（「エンゲージメント」）
７．取締役・執⾏役員に対する報酬⾯での短期・

中期業績連動インセンティブ付与
８．経営陣・社員⼀丸となった経営理念・事業

戦略の共有

事業を通じてイノベーションを起し、世の中が必要と
する商品やサービスをいち早く提供することによって
社会的課題を解決し、グローバル社会の発展に貢献す
る。そして、企業として持続的な成⻑を達成する。

経営のモットー

「企業は社会の公器である」との基本的な考えのもと、
企業理念を実践し、

「オートメーション・安⼼・安全・環境・健康」という
事業ドメインにおいて、

「センシング＆コントロール技術」を成⻑エンジンとして
「社会が潜在的に抱えるニーズ」をいち早く捉え、
「グローバルに、かつフェアな」事業運営を⽬指す。

経営のモットー・特徴ならびに企業価値向上の取り組み

オムロンの本源的な企業価値について別添資料
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科⽬ 年 ⽉末
資産の部
  流動資産
   ・・・
   ・・・
  有形固定資産
   ・・・
  投資その他の資産
   ・・・
負債の部
  流動負債
     短期債務
     ・・・
  ・・・
  ・・・
純資産の部
  株主資本
  ・・・
  ・・・
  ・・・
  純資産の部合計
負債及び純資産合計

当期純利益

投下資本
ＲＯＩＣ ＝

投下資本 ＝ 純資産 ＋ 有利⼦負債
※投下資本は、前期末実績および当期の各四半期毎の

実績または⾒通しを平均し算出

＜連結貸借対照表＞

2014-2016年度における想定資本コスト：6%

オムロンのROIC計算式別添資料


