株主の皆さまへ

第78期

株主通信

2014年冬号

2014年4月1日~2014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78期
株主通信2014年冬号を
お届けいたします。

2014年度上期の当社グループの業績は大幅な増収増益とな
りました。売上高は4,045億円（前年度比12.4％増）
、営業利益
は430億円
（同39.7％増）
、純利益は337億円
（同59.1%増）と過
去最高を更新しました。通期でも過去最高を目指しています。
また、上期の好調な業績に基づき、中間配当金を31円といた
しました。年間配当金予想は71円とし、18円の増配となる見込
みです。下期には自社株取得と消却を実施いたします。
今年度は「“自走的”な成長のためのエンジンづくり」を全社方
針とし、市場の成長を捉えるだけではなく、いかなる事業環境で
あっても成長できる企業になるための土台づくりを進めていま
す。その一つとして、10月にはブラジルのネブライザ（呼吸器
疾患の治療機器）生産・販売会社を買収しました。ネブライザの
世界市場でトップシェアを獲得すると同時に、ぜん息などを患
う世界中の人々の健康ですこやかな生活の実現に貢献していき
たいと考えています。
当社は、事業を通じて社会が抱える課題を解決することで、
世界中の人々から必要とされ、期待される企業を目指します。
今後とも株主の皆さまのご支援とご協力を賜りますよう心よ
りお願い申しあげます。
2014年12月
代表取締役社長

オムロン株式会社
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入

URL：http://www.omron.co.jp/

第78期（2015年3月期） 第2四半期決算ハイライト（連結累計）
実績

4,045 億円
営業利益
430 億円
売上高営業利益率 10.6 %
税引前四半期純利益 450 億円
四半期純利益
337 億円

売上高

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

四半期純利益

153.06 円

計画比

前年同期比

1.1 %

12.4 %

10.3 %

39.7 %

0.9 P

2.0 P

12.5 %

49.8 %

16.2 %

59.1 %

21.29 円 56.87 円

◎第78期中間配当金につきましては、1株につき31円とさせていただきました。

売上高 および 営業利益（億円）

（第２四半期累計および通期）
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第78期（2015年3月期） 通期の見通し（連結累計）
前期比

売上高
営業利益
売上高営業利益率
税引前当期純利益
当社株主に帰属する

当期純利益

基本的1株当たり当社株主に帰属する

当期純利益

8.0 %
8,350 億円
840 億円 23.4 %
1.3 P
10.1 %
845 億円 36.3 %
625 億円 35.3 %
285.48 円 75.66 円

（注）上記は、2014年10月28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。

トピックス

人に優しい
「卓球ロボット」
2014年10月に開催された最先端IT・エレクトロニクス総合展
「CEATEC JAPAN 2014」にて、当社のコア技術であるセンシ
ング＆コントロールを進化させた「卓球ロボット」が大きな反響
を呼びました。対戦相手の体の動きや球の位置情報から球の軌
道や速度を予測し、相手が打ち返しやすい位置と速度を考えて
返球しラリーを継続するもので、“機械が人に合わせる”という当
社が目指す人と機械の新
しい関係づくりに向けた
技術進化への挑戦です。
この優れた革新性が評価
され、
「米国メディアパネ
ル・イノベーションアワー
ド2014」のグランプリを
受賞しました。

厚生労働大臣表彰を受賞
当社グループのオムロン太陽
（株）
が、長年にわたる障がい者の
積極雇用や就業の安定、環境づくりなどの活動について高く評
価され、平成26年度「障害者雇用優良事業所等の厚生労働大臣
表彰」を受賞しました。オムロン太陽は1972年に設立され、
「障
がい者雇用・支援で社会をリードする」実践工場として制御機器
を生産しています。作業現場では個々のハンディキャップに適
応した、誰もが働きやす
い環境を整備していま
す。今後も社員一人ひ
とりが主役となり、働き
がいと生きがいに満ち
溢れた自立した会社を
目指します。

特集

地球上のすべての人を健康に

インターネットを活用して人々の健康維持、増進に貢献

～かかりつけ医と一緒に続ける血圧管理～
メディカルリンク
（血圧みまもり隊）
メディカルリンク（血圧みまもり隊）とは、自宅で測定した血圧
データを自動で送信し、かかりつけ医と共有できるサービスです。
高血圧治療には家庭での継続的な血圧測定が大変重要です。し
かし、毎日の測定データを血圧手帳に記載し、通院時に持参する
ことの煩わしさなどが患者の継続的な通院を妨げ、降圧目標を達
成できないことがあります。一方、医師は限られた診療時間の中
で、いかに血圧データを評価し、患者の通院継続につながる効果
的な診療を行うかが課題になっています。
メディカルリンク対応の血圧計を使えば、自宅で測定するだけ
で血圧データが自動で送信され、医師はパソコンでそのデータを

そのほか、インターネットを活用した個人向け健康サポート

確認できます。毎日の血圧管理が簡単になるうえに正確な数値に

サービス「ウェルネスリンク」を発展させ、自治体などと連携し

基づく分析により、さらに詳しい診察を受けることが可能になりま

て健康な町づくりをサポートする事業者向けサービスも展開し

す。測定を忘れたり、
異常値が一定期間続いた場合には医師にメー

ています。事業者向けサービスでは、歩数や体重など多くの参

ルが届く機能もあります。また、家族などに血圧管理状況をメー

加者が測定したデータを集約し、参加者の個人別やグループ別

ルで連絡することもでき、遠く離れた家族の見守りにも使えます。

の順位付けなどができます。
急激な高齢化が進む中、多くの自治体が住民の健康増進、地
域の活性化といった課題を抱えています。こうした課題解決の

通 院

ため自治体が行う健康増進事業にウェルネスリンクを提供し、
住民の皆さんが楽しみながら健康への取り組みを継続できるよ
うサポートしています。

認
確

安心のセキュリティ体制

いつでも最新デ
ータ
を

信
データを自動で送

血圧を測る

オムロンのヘルスケアビジネスは、
「地球上の一人ひとりの健康
ですこやかな生活への貢献」
を使命として掲げています。これか
らも人々が健康であり続けるための商品やサービスを提供し、よ
り多くの人に健康という価値を届けるよう努力してまいります。
—メディカルリンクについてのお問合せ—
オムロン ホームメディカルセンター

Tel: 0120-58-6606
http://www.healthcare.omron.co.jp/

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」
の選択肢をご用意しましたところ、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。
寄付金額は￥2,726,000となり、2014年9月30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。

株主メモ
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
確
定
日

期末配当金 3月31日
中間配当金 9月30日

株主名簿管理人
および特別口座
口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所
（電話照会先）

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

0120-232-711

（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

オペレーター対応

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

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。

● 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

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。

