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株主の皆さまへ

2013年11月
代表取締役社長

第77期 株主通信 2013年冬号
2013年4月1日～2013年9月30日

株主の皆さまには、平素より当社に格別のご支援を賜り、
厚く御礼申しあげます。ここに、第77期 株主通信 2013年
冬号をお届けいたします。

株主の皆さまには日ごろからご支援をいただき、心から御礼

申しあげます。

当期間（上期）は全事業部門で増収増益を達成することが

できました。結果、売上高は全社で3,597億円（前年同期比

18.2％増）、営業利益は308億円（同71.1％増）、特に四半

期純利益は212億円（同72.6%増）で過去最高となりました。

そして通期でも、過去最高益を目指しております。

また、上期の好調な業績を反映して中間配当を25円とさせ

ていただき、期末配当予想を25円としました。これが実現し

ますと年間配当は過去最高となります。

私どもは2011年に公表した10年間の長期経営ビジョン

「VG2020」において「成長」を実現すると宣言し、最初の

3年間を「グローバルでの収益・成長構造づくり」を行う期間

としました。その最終年である今年度は、方針を『「成長力」

×「収益力」×「変化対応力」を備えた強い企業への変革を

成し遂げる』とし、自らが掲げた目標を完遂してまいります。

80周年という節目の年に株主

の皆さまにご満足いただける結

果を残すことができますよう、下

期も全力を尽くしてまいります。

ぜひ、これからもますます成長

するオムロンにご期待ください。



当社株主に帰属する

基本的1株当たり
当社株主に帰属する

売上高 3,597億円 7.1％ 18.2％

営業利益 308億円 36.8％ 71.1％

売上高営業利益率 8.6％　 1.9P 2.7P

税引前四半期純利益 300億円 36.5％ 74.4％

四半期純利益 212億円 36.6％ 72.6％

四半期純利益 96.19円　 25.78円 40.45円

第77期（2014年3月期） 第2四半期決算ハイライト（連結累計）

当社株主に帰属する

基本的1株当たり当社株主に帰属する

売上高 7,500億円 15.3％

営業利益 650億円 43.4％

売上高営業利益率 8.7％　 1.7P

税引前当期純利益 620億円 50.4％

当期純利益 430億円 42.4％

当期純利益 195.34円　 58.14円
（注）上記は、2013年10月29日決算発表時点で入手可能な情報に基づく

将来の業績および配当に関する見通しです。

◎第77期中間配当金につきましては、1株につき25円とさせていただきました。

第77期（2014年3月期）通期の見通し（連結）
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オムロントータルフェア中国（OTF中国）を開催

世界初 10歩で姿勢を判定する
「歩行姿勢計」を発売

創業80周年記念行事の一環として、今年は中国
の３都市（北京、上海、広州）で現地のお客さまを対
象とする展示会（OTF中国）を開催します。OTFは
オムロンのコア技術である「センシング＆コントロール
技術」を軸に、中国市場に新しい価値を提供する製
品・サービスを紹介する展示会です。10月8日から
9日の2日間は北京で開催し、中国のお客さま、行政
関係者など多くの方に来場いただきました。12月に
は上海、2014年3月には広州で開催を予定しており

ます。全3都市合
計で5,000人以
上の来場者を見
込んでいます。

腰の後ろに装着して10歩
まっすぐに歩くだけで、歩行姿
勢を判定する「歩行姿勢計」を
9月20日に発売しました。独自
開発の「歩行姿勢判定アルゴリ
ズム」が、一般的に正しい歩行
の基本である「腰の位置」、「足
の運び」、「歩行バランス」の3つ
の観点で歩行姿勢を判定。判定結果は、専用アプリ
（iPhone専用）で6つの動物のタイプになぞらえて表

示するほか、結果に応じ
て改善のためのエクサ
サイズ動画なども提供
します。
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株主優待制度スタート！

株主優待制度による「太陽の家への寄付」のご報告
今年度の株主優待において、「太陽の家への寄付」の選択をご
用意いたしましたところ、多くの株主さまより温かいご芳志を賜り、
心より御礼を申しあげます。2013年9月20日に「オムロン（株）」
名義で寄付させていただきましたのでご報告申しあげます。

特集

今年度より株主優待制度を開始しました。当社ヘルスケア商品のご提供・優待販売もしくは「太陽の家※

への寄付」という選択制とさせていただきました。ヘルスケア商品を選ばれた株主さまには、9月までに
優待品を発送しております。今回アンケートにお答えくださった多くの株主さまにご満足いただいている
一方で、半分程度の株主さまにお申し込みいただいておりません。ぜひ来年はお申し込みくださいますよう、
お願い申しあげます。

寄付金額　￥3,530,000

株主優待内容の満足度 今年度の対象商品の一例

電子体温計 歩数計 音波電動歯ブラシ

ねむり時間計上腕式血圧計

2,000円相当（100株以上300株未満）

6,000円相当（300株以上）
株主さまからのご意見の例

さらなる商品の
充実を望む。 商品が多くて

選びにくい。

優待が始まったのは
サプライズでした。

寄付はよいと思います。
私は、配当金を受けとると

一部は自ら
寄付していました。

商品のアピールにもなるし、
選べる楽しさがある。

※障がいを持つ人が働き、生活をするための支援を行う社会福祉法人

オムロン株主の皆さまに心より感謝申しあげ
ます。ご芳志はソーシャルインクルージョン
（取り残される者のない社会）の実現に活用
させていただきます。

社会福祉法人 太陽の家
理事長　中村太郎
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事　業　年　度 4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月

配当金受領株主 期末配当金　3月31日
確　　定　　日 中間配当金　9月30日

株主名簿管理人
および特別口座 三菱UFJ信託銀行株式会社
口座管理機関

同事務取扱場所 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
 〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号

（電話照会先） ０１２０－２３２－７１１ オペレーター対応
 （９：００～１７：００　土・日・祝日を除く）

上場証券取引所 東証第一部

証 券 コ ー ド 6645

株主メモ

株式に関するお問い合わせ

● 届出住所・姓名などのご変更

● 配当金の受領方法・振込先のご変更

● 単元未満株式の買取・買増請求

● 特別口座に関するご照会

● 郵送物の発送と返戻に関するご照会

● 支払期間経過後の配当金に関するご照会

● その他株式事務に関する一般的なご照会

▼
口座を開設されている証券会社へ

お問い合わせください。

▼
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

までお問い合わせください。
電話照会先は上記をご参照ください。


