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目目目目 次次次次

＜＜＜＜注意事項注意事項注意事項注意事項＞＞＞＞
１１１１．．．． 四半期四半期四半期四半期のののの財務数値財務数値財務数値財務数値についてはについてはについてはについては、、、、監査法人監査法人監査法人監査法人によるによるによるによる監査監査監査監査・・・・レビューレビューレビューレビューをををを受受受受けておりませんけておりませんけておりませんけておりません。。。。
２２２２．．．． 当社当社当社当社のののの連結決算連結決算連結決算連結決算はははは米国会計基準米国会計基準米国会計基準米国会計基準をををを採用採用採用採用していますしていますしていますしています。。。。
３３３３．．．． 連結子会社数連結子会社数連結子会社数連結子会社数はははは１４７１４７１４７１４７社社社社、、、、持分法適用関連会社数持分法適用関連会社数持分法適用関連会社数持分法適用関連会社数はははは１６１６１６１６社社社社ですですですです。。。。
４４４４．．．． 業績見通業績見通業績見通業績見通しししし等等等等はははは、、、、当社当社当社当社がががが現時点現時点現時点現時点でででで入手可能入手可能入手可能入手可能なななな情報情報情報情報とととと、、、、合理的合理的合理的合理的であるとであるとであるとであると判断判断判断判断するするするする一定一定一定一定のののの前提前提前提前提にににに基基基基づいておりづいておりづいておりづいており、、、、実際実際実際実際のののの

業績等業績等業績等業績等はさまざまなはさまざまなはさまざまなはさまざまな要因要因要因要因によりによりによりにより、、、、これらこれらこれらこれら見通見通見通見通しとはしとはしとはしとは大大大大きくきくきくきく異異異異なることがありえますなることがありえますなることがありえますなることがありえます。。。。
実際実際実際実際のののの業績等業績等業績等業績等にににに影響影響影響影響とととと与与与与えうるえうるえうるえうる重要重要重要重要なななな要因要因要因要因にはにはにはには、（、（、（、（ⅰⅰⅰⅰ））））当社当社当社当社のののの事業領域事業領域事業領域事業領域をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく日本日本日本日本およびおよびおよびおよび海外海外海外海外のののの経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢、（、（、（、（ⅱⅱⅱⅱ））））
当社製品当社製品当社製品当社製品・・・・サービスサービスサービスサービスにににに対対対対するするするする需要動向需要動向需要動向需要動向、（、（、（、（ⅲⅲⅲⅲ））））新技術開発新技術開発新技術開発新技術開発・・・・新商品開発新商品開発新商品開発新商品開発におけるにおけるにおけるにおける当社当社当社当社グループグループグループグループのののの能力能力能力能力、（、（、（、（ⅳⅳⅳⅳ））））資金調達資金調達資金調達資金調達
環境環境環境環境のののの大幅大幅大幅大幅なななな変動変動変動変動、（、（、（、（ⅴⅴⅴⅴ））））他社他社他社他社とのとのとのとの提携提携提携提携・・・・協力関係協力関係協力関係協力関係、（、（、（、（ⅵⅵⅵⅵ））））為替為替為替為替・・・・株式市場株式市場株式市場株式市場のののの動向動向動向動向などがありますなどがありますなどがありますなどがあります。。。。
なおなおなおなお、、、、業績業績業績業績にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる要因要因要因要因はこれらにはこれらにはこれらにはこれらに限定限定限定限定されるものではありませんされるものではありませんされるものではありませんされるものではありません。。。。
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主要事業主要事業主要事業主要事業／／／／主要製品主要製品主要製品主要製品／／／／売上高構成売上高構成売上高構成売上高構成
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制御機器／FAシステム ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｵｰﾄﾒｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ
：ｾﾝｼﾝｸﾞ機器、ｺﾝﾄﾛｰﾙ機器、ｾｰﾌﾃｨ機器
　各種検査装置　等

電子部品 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｺﾝﾎﾟー ﾈﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ

：ﾘﾚｰ、ｽｲｯﾁ、ｺﾈｸﾀ、液晶ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ、ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ機器用部品
　ﾓﾊﾞｲﾙ機器搭載部品、光通信部品　等

車載電装部品 ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ

：ｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰｼｽﾃﾑ、ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｽｲｯﾁ、車載用ﾘﾚｰ
　ﾚｰｻﾞｰﾚｰﾀﾞｰ、タイヤ空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ　等

公共システム ｿｰｼｱﾙｼｽﾃﾑｽﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ
：自動改札機、自動券売機、道路情報提供システム
　ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ、顔認識ｼｽﾃﾑ　等

健康機器 ﾍﾙｽｹｱﾋﾞｼﾞﾈｽ

：電子血圧計、体組成計（体脂肪計）、電子体温計、歩数計
　ネブライザー、業務用電子血圧計、健康ｻｰﾋﾞｽ事業　等

その他

：パソコン周辺機器、RFID、業務用ゲーム機
　携帯端末向け情報ｻｰﾋﾞｽ　等
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連結売上高 7000億円

2007年3月期計画
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エグゼクティブサマリーエグゼクティブサマリーエグゼクティブサマリーエグゼクティブサマリー

第第第第１１１１四半期業績結果四半期業績結果四半期業績結果四半期業績結果ととととポイントポイントポイントポイント

2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期ははははグランドデザイングランドデザイングランドデザイングランドデザイン2010201020102010（ＧＤ（ＧＤ（ＧＤ（ＧＤ2010201020102010））））のののの第第第第2222ステージステージステージステージ（（（（2004200420042004年年年年4444月月月月～～～～2008200820082008年年年年3333月月月月））））のののの最終最終最終最終ﾏｲﾙｽﾄｰﾝﾏｲﾙｽﾄｰﾝﾏｲﾙｽﾄｰﾝﾏｲﾙｽﾄｰﾝ

2008年年年年3月期業績目標月期業績目標月期業績目標月期業績目標にににに成長前倒成長前倒成長前倒成長前倒しでしでしでしで迫迫迫迫りりりり 「「「「増益基調増益基調増益基調増益基調でのでのでのでの成長加速成長加速成長加速成長加速」」」」 をををを図図図図るるるる

通期業績見通通期業績見通通期業績見通通期業績見通しとしとしとしとポイントポイントポイントポイント

５５５５

１３３１３３１３３１３３．．．．２２２２％％％％

１５８１５８１５８１５８．．．．７７７７％％％％

１０４１０４１０４１０４．．．．６６６６％％％％

１１２１１２１１２１１２．．．．２２２２％％％％
前期比前期比前期比前期比

（（（（税前利益率税前利益率税前利益率税前利益率 ８８８８．．．．７７７７％）％）％）％）１３６１３６１３６１３６．．．．１１１１％％％％１３６１３６１３６１３６億円億円億円億円税前利益税前利益税前利益税前利益
（（（（当期利益率当期利益率当期利益率当期利益率 ４４４４．．．．４４４４％）％）％）％）

（（（（営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 ６６６６．．．．１１１１％）％）％）％）１２６１２６１２６１２６．．．．９９９９％％％％９５９５９５９５億円億円億円億円営業利益営業利益営業利益営業利益

１００１００１００１００．．．．３３３３％％％％１１１１，，，，５５４５５４５５４５５４億円億円億円億円売上高売上高売上高売上高

６９６９６９６９億円億円億円億円

実績実績実績実績

１１４１１４１１４１１４．．．．３３３３％％％％

計画比計画比計画比計画比

当期利益当期利益当期利益当期利益

（（（（連結業績連結業績連結業績連結業績））））

■■■■連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高：：：：前期比前期比前期比前期比１２１２１２１２％％％％増加増加増加増加のののの要因要因要因要因はははは、、、、電子部品電子部品電子部品電子部品（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、車載事業車載事業車載事業車載事業（ＡＥＣ）、（ＡＥＣ）、（ＡＥＣ）、（ＡＥＣ）、健康機器健康機器健康機器健康機器（ＨＣＢ）（ＨＣＢ）（ＨＣＢ）（ＨＣＢ）のののの好調好調好調好調

■■■■営業利益営業利益営業利益営業利益：：：： 前期比前期比前期比前期比５５５５％％％％増加増加増加増加はははは、、、、売上純増売上純増売上純増売上純増にににに伴伴伴伴うううう売上総利益増売上総利益増売上総利益増売上総利益増がががが主主主主たるたるたるたる要因要因要因要因 （（（（詳細詳細詳細詳細はははは差異分析差異分析差異分析差異分析 ＰＰＰＰ１０１０１０１０参照参照参照参照））））

計画比計画比計画比計画比２７２７２７２７％％％％増加増加増加増加はははは、、、、販管費販管費販管費販管費・・・・研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費のののの抑制抑制抑制抑制がががが主主主主たるたるたるたる要因要因要因要因（（（（詳細詳細詳細詳細はははは差異分析差異分析差異分析差異分析 ＰＰＰＰ１１１１１１１１参照参照参照参照））））

■■■■税前利益税前利益税前利益税前利益：：：： 前期比前期比前期比前期比５９５９５９５９％％％％増加増加増加増加はははは東京本社売却損東京本社売却損東京本社売却損東京本社売却損とととと退職給付信託設定益退職給付信託設定益退職給付信託設定益退職給付信託設定益などによるなどによるなどによるなどによる営業外収益計上営業外収益計上営業外収益計上営業外収益計上（（（（４１４１４１４１億円億円億円億円））））

■■■■事業状況事業状況事業状況事業状況：：：： 売上売上売上売上はははは堅調堅調堅調堅調にににに推移推移推移推移するもするもするもするも、、、、利益面利益面利益面利益面ではではではでは車載事業車載事業車載事業車載事業（ＡＥＣ）（ＡＥＣ）（ＡＥＣ）（ＡＥＣ）がががが苦戦苦戦苦戦苦戦

（（（（当期利益率当期利益率当期利益率当期利益率 ５５５５．．．．４４４４％）％）％）％）１０４１０４１０４１０４．．．．９９９９％％％％３７５３７５３７５３７５億円億円億円億円当期利益当期利益当期利益当期利益
（（（（税前利益率税前利益率税前利益率税前利益率 ９９９９．．．．３３３３％）％）％）％）１０１１０１１０１１０１．．．．００００％％％％６５０６５０６５０６５０億円億円億円億円税前利益税前利益税前利益税前利益
（（（（営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 ９９９９．．．．００００％）％）％）％）１０１１０１１０１１０１．．．．４４４４％％％％６３０６３０６３０６３０億円億円億円億円営業利益営業利益営業利益営業利益

１１１１１１１１１１１１．．．．７７７７％％％％７７７７，，，，００００００００００００億円億円億円億円売上高売上高売上高売上高
前期比前期比前期比前期比通期通期通期通期（（（（連結業績見通連結業績見通連結業績見通連結業績見通しししし））））

＊＊＊＊前提条件前提条件前提条件前提条件 ：：：： 既発表既発表既発表既発表ののののＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ案件案件案件案件（（（（２２２２件件件件））））によるによるによるによるPL影響数値影響数値影響数値影響数値はははは含含含含まずまずまずまず

■■■■売上売上売上売上、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益ともにともにともにともに当初計画当初計画当初計画当初計画どおりをどおりをどおりをどおりを見込見込見込見込むむむむ

■■■■売上売上売上売上はははは計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益はははは販管費販管費販管費販管費・・・・研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費のののの抑制抑制抑制抑制でででで計画比増計画比増計画比増計画比増
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（（（（億円億円億円億円 ））））

 06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 計画比計画比計画比計画比

1Q1Q1Q1Q 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減

実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 当初計画当初計画当初計画当初計画 ％％％％

売上高売上高売上高売上高 1,3851 ,3851 ,3851 ,385 1 ,5541 ,5541 ,5541 ,554 112 .2%112 .2%112 .2%112 .2% 1 ,5501 ,5501 ,5501 ,550 100 .3%100 .3%100 .3%100 .3%

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 559559559559 610610610610 109 .0%109 .0%109 .0%109 .0% 620620620620 98 .3%98 .3%98 .3%98 .3%

販管費販管費販管費販管費 353353353353 399399399399 113 .1%113 .1%113 .1%113 .1% 410410410410 97 .4%97 .4%97 .4%97 .4%

RRRR&&&&DDDD費費費費 115115115115 115115115115 99 .9%99 .9%99 .9%99 .9% 135135135135 85 .3%85 .3%85 .3%85 .3%

営業利益営業利益営業利益営業利益 91919191 95959595 104 .6%104 .6%104 .6%104 .6% 75757575 126 .9%126 .9%126 .9%126 .9%

税前利益税前利益税前利益税前利益 86868686 136136136136 158 .7%158 .7%158 .7%158 .7% 100100100100 136 .1%136 .1%136 .1%136 .1%

税引後利益税引後利益税引後利益税引後利益 51515151 69696969 133 .2%133 .2%133 .2%133 .2% 60606060 114 .3%114 .3%114 .3%114 .3%

USDUSDUSDUSDレートレートレートレート 108 .1108 .1108 .1108 .1 114 .8114 .8114 .8114 .8 6 .76 .76 .76 .7 110 .0110 .0110 .0110 .0 4 .84 .84 .84 .8

EUREUREUREURレートレートレートレート 136 .2136 .2136 .2136 .2 144 .1144 .1144 .1144 .1 7 .97 .97 .97 .9 135 .0135 .0135 .0135 .0 9 .19 .19 .19 .1

連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書

（（（（円円円円 ））））

売上高売上高売上高売上高１１１１，，，，５５４５５４５５４５５４億円億円億円億円 営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率６６６６．．．．１１１１％％％％
連結売上連結売上連結売上連結売上はははは計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり。。。。営業利益営業利益営業利益営業利益はははは販管費販管費販管費販管費・・・・研究開発研究開発研究開発研究開発費抑制費抑制費抑制費抑制によりによりによりにより計画比計画比計画比計画比２７２７２７２７％％％％増増増増

７７７７

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q
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06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 当初計画比当初計画比当初計画比当初計画比

1Q1Q1Q1Q 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減

国内国内国内国内／／／／海外海外海外海外 実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 当初計画当初計画当初計画当初計画 ％％％％

国内国内国内国内 773773773773 793793793793 102 .7%102 .7%102 .7%102 .7% 812812812812 97 .7%97 .7%97 .7%97 .7%

海外海外海外海外**** 612612612612 761761761761 124 .3%124 .3%124 .3%124 .3% 738738738738 103 .1%103 .1%103 .1%103 .1%

合計合計合計合計 1 ,3851 ,3851 ,3851 ,385 1 ,5541 ,5541 ,5541 ,554 112 .2%112 .2%112 .2%112 .2% 1 ,5501 ,5501 ,5501 ,550 100 .3%100 .3%100 .3%100 .3%

事業別事業別事業別事業別 実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 当初計画当初計画当初計画当初計画 ％％％％

IABIABIABIAB 646646646646 718718718718 111 .1%111 .1%111 .1%111 .1% 735735735735 97 .7%97 .7%97 .7%97 .7%

ECBECBECBECB 226226226226 269269269269 119 .3%119 .3%119 .3%119 .3% 255255255255 105 .7%105 .7%105 .7%105 .7%
AECAECAECAEC 175175175175 215215215215 122 .9%122 .9%122 .9%122 .9% 210210210210 102 .3%102 .3%102 .3%102 .3%
SSBSSBSSBSSB 156156156156 139139139139 89 .4%89 .4%89 .4%89 .4% 150150150150 92 .9%92 .9%92 .9%92 .9%
HCBHCBHCBHCB 124124124124 151151151151 121 .5%121 .5%121 .5%121 .5% 150150150150 100 .4%100 .4%100 .4%100 .4%

そのそのそのその他他他他 58585858 62626262 106 .8%106 .8%106 .8%106 .8% 50505050 123 .7%123 .7%123 .7%123 .7%

合計合計合計合計 1,3851 ,3851 ,3851 ,385 1 ,5541 ,5541 ,5541 ,554 112 .2%112 .2%112 .2%112 .2% 1 ,5501 ,5501 ,5501 ,550 100 .3%100 .3%100 .3%100 .3%

＊＊＊＊直接貿易直接貿易直接貿易直接貿易はははは海外海外海外海外にににに含含含含むむむむ

連結売上高明細連結売上高明細連結売上高明細連結売上高明細（（（（国内国内国内国内／／／／海外海外海外海外、、、、事業別事業別事業別事業別））））

国内外国内外国内外国内外ともにほぼともにほぼともにほぼともにほぼ計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり
セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別ではではではでは、、、、電子部品電子部品電子部品電子部品（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、車載電装品車載電装品車載電装品車載電装品（（（（AEC)AEC)AEC)AEC)、、、、健康健康健康健康（（（（HCB)HCB)HCB)HCB)がががが堅調堅調堅調堅調にににに推移推移推移推移

８８８８OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

（（（（億円億円億円億円 ））））



06060606 //// 3333 期期期期 07070707 //// 3333 期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707 ////3333 期期期期 当初計画当初計画当初計画当初計画

1Q1Q1Q1Q 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減

事業別事業別事業別事業別 実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 当初計画当初計画当初計画当初計画 ％％％％

IABIABIABIAB 107107107107 113113113113 105 .6%105 .6%105 .6%105 .6% 111111111111 101 .8%101 .8%101 .8%101 .8%

ECBECBECBECB 23232323 26262626 114 .8%114 .8%114 .8%114 .8% 21212121 125 .9%125 .9%125 .9%125 .9%

AECAECAECAEC 1111 -8-8-8-8 　　　　　　　　　　　　- - - - 1111 　　　　　　　　　　　　- - - - 

SSBSSBSSBSSB -19-19-19-19 -18-18-18-18 　　　　　　　　　　　　- - - - -30-30-30-30 　　　　　　　　　　　　- - - - 

HCBHCBHCBHCB 15151515 18181818 115 .9%115 .9%115 .9%115 .9% 11111111 163 .0%163 .0%163 .0%163 .0%

そのそのそのその他他他他 6666 3333 55 .3%55 .3%55 .3%55 .3% 1111 308 .0%308 .0%308 .0%308 .0%

-42-42-42-42 -39-39-39-39 　　　　　　　　　　　　---- -40-40-40-40 　　　　　　　　　　　　----

合計合計合計合計 91919191 95959595 104 .6%104 .6%104 .6%104 .6% 75757575 126 .9%126 .9%126 .9%126 .9%

本社費他消去本社費他消去本社費他消去本社費他消去

連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益((((事業別事業別事業別事業別））））

制御機器事業制御機器事業制御機器事業制御機器事業（ＩＡＢ）（ＩＡＢ）（ＩＡＢ）（ＩＡＢ）はははは計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり
電子部品電子部品電子部品電子部品（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、健康機器健康機器健康機器健康機器（（（（HCB)HCB)HCB)HCB)はははは好調好調好調好調にににに推移推移推移推移

車載電装品車載電装品車載電装品車載電装品（（（（AECAECAECAEC））））はははは計画未達計画未達計画未達計画未達

制御機器事業制御機器事業制御機器事業制御機器事業（ＩＡＢ）（ＩＡＢ）（ＩＡＢ）（ＩＡＢ）はははは計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり
電子部品電子部品電子部品電子部品（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、（ＥＣＢ）、健康機器健康機器健康機器健康機器（（（（HCB)HCB)HCB)HCB)はははは好調好調好調好調にににに推移推移推移推移

車載電装品車載電装品車載電装品車載電装品（（（（AECAECAECAEC））））はははは計画未達計画未達計画未達計画未達

９９９９OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

（（（（億円億円億円億円 ））））



連結営業利益差異分析連結営業利益差異分析連結営業利益差異分析連結営業利益差異分析（（（（対前期比対前期比対前期比対前期比））））

（（（（億円億円億円億円））））

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

１０１０１０１０

成長投資成長投資成長投資成長投資にににに伴伴伴伴うううう販管費販管費販管費販管費がががが増加増加増加増加するもするもするもするも
売上純増売上純増売上純増売上純増、、、、為替影響為替影響為替影響為替影響によりによりによりにより前年同期前年同期前年同期前年同期をををを上回上回上回上回るるるる

成長投資成長投資成長投資成長投資にににに伴伴伴伴うううう販管費販管費販管費販管費がががが増加増加増加増加するもするもするもするも
売上純増売上純増売上純増売上純増、、、、為替影響為替影響為替影響為替影響によりによりによりにより前年同期前年同期前年同期前年同期をををを上回上回上回上回るるるる

売上総利益増売上総利益増売上総利益増売上総利益増
＋＋＋＋５０５０５０５０億億億億円円円円９１９１９１９１

９５９５９５９５

営業利益営業利益営業利益営業利益増加増加増加増加
＋＋＋＋４４４４億億億億円円円円

＋＋＋＋７２７２７２７２

＋＋＋＋１５１５１５１５

▲▲▲▲４６４６４６４６

為替為替為替為替影響影響影響影響

製造固定費製造固定費製造固定費製造固定費増増増増

Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ費増費増費増費増

０５０５０５０５／／／／１１１１QQQQ実績実績実績実績 ００００６６６６／／／／１１１１QQQQ実績実績実績実績

売上純売上純売上純売上純増増増増とととと

ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛﾀﾛﾀﾛﾀﾛﾀﾞ゙゙゙ｸﾄﾐｯｸｽｸﾄﾐｯｸｽｸﾄﾐｯｸｽｸﾄﾐｯｸｽ他他他他 ▲▲▲▲１４１４１４１４

原材料原材料原材料原材料 ▲▲▲▲２３２３２３２３

販管費増販管費増販管費増販管費増

±±±±００００



（（（（億円億円億円億円））））

連結営業利益差異分析連結営業利益差異分析連結営業利益差異分析連結営業利益差異分析（（（（対計画比対計画比対計画比対計画比））））

原材料費原材料費原材料費原材料費のののの高騰高騰高騰高騰をををを為替影響為替影響為替影響為替影響ででででカバーカバーカバーカバーするとともにするとともにするとともにするとともに
販管費販管費販管費販管費・・・・研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費のののの抑制抑制抑制抑制でででで営業利益営業利益営業利益営業利益はははは計画計画計画計画をををを上回上回上回上回るるるる

原材料費原材料費原材料費原材料費のののの高騰高騰高騰高騰をををを為替影響為替影響為替影響為替影響ででででカバーカバーカバーカバーするとともにするとともにするとともにするとともに
販管費販管費販管費販管費・・・・研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費のののの抑制抑制抑制抑制でででで営業利益営業利益営業利益営業利益はははは計画計画計画計画をををを上回上回上回上回るるるる

００００７７７７／／／／３３３３ １１１１QQQQ計画計画計画計画 ００００７７７７／／／／３３３３ １１１１QQQQ実績実績実績実績

OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

１１１１１１１１

売上総利益減売上総利益減売上総利益減売上総利益減
▲▲▲▲１０１０１０１０億億億億円円円円

７５７５７５７５

９５９５９５９５

営業利益営業利益営業利益営業利益増加増加増加増加
＋＋＋＋２０２０２０２０億億億億円円円円

＋＋＋＋１０１０１０１０

＋＋＋＋２０２０２０２０

▲▲▲▲１６１６１６１６

為替為替為替為替影響影響影響影響

ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛﾀﾛﾀﾛﾀﾛﾀﾞ゙゙゙ｸﾄﾐｸｽｸﾄﾐｸｽｸﾄﾐｸｽｸﾄﾐｸｽ他他他他

Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ費減費減費減費減
原材料原材料原材料原材料

販管費減販管費減販管費減販管費減＋＋＋＋１４１４１４１４
▲▲▲▲８８８８



貿易分
2%

中華圏
9%

アジア
5%

欧州
28%

北米

10%

国内
46%

IABIABIABIAB（（（（インダストリアルオートメーションビジネスインダストリアルオートメーションビジネスインダストリアルオートメーションビジネスインダストリアルオートメーションビジネス））））

１２１２１２１２OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 計画比計画比計画比計画比

1Q1Q1Q1Q 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減

実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 計画計画計画計画 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 320320320320 330330330330 103 .1%103 .1%103 .1%103 .1% 350350350350 94 .1%94 .1%94 .1%94 .1%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 327327327327 389389389389 118 .9%118 .9%118 .9%118 .9% 385385385385 100 .9%100 .9%100 .9%100 .9%

北米北米北米北米 54545454 75757575 140 .7%140 .7%140 .7%140 .7% 70707070 107 .7%107 .7%107 .7%107 .7%

欧州欧州欧州欧州 175175175175 198198198198 113 .2%113 .2%113 .2%113 .2% 180180180180 109 .8%109 .8%109 .8%109 .8%

アジアアジアアジアアジア 30303030 32323232 108 .6%108 .6%108 .6%108 .6% 35353535 92 .7%92 .7%92 .7%92 .7%

中華圏中華圏中華圏中華圏 57575757 67676767 117 .5%117 .5%117 .5%117 .5% 85858585 78 .4%78 .4%78 .4%78 .4%

貿易分貿易分貿易分貿易分 12121212 17171717 136 .0%136 .0%136 .0%136 .0% 15151515 110 .6%110 .6%110 .6%110 .6%

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 646646646646 718718718718 111 .1%111 .1%111 .1%111 .1% 735735735735 97 .7%97 .7%97 .7%97 .7%

営業利益営業利益営業利益営業利益 107107107107 113113113113 105 .6%105 .6%105 .6%105 .6% 111111111111 101 .8%101 .8%101 .8%101 .8%

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 16 .6%16 .6%16 .6%16 .6% 15 .7%15 .7%15 .7%15 .7% 15 .1%15 .1%15 .1%15 .1%

IABIABIABIAB

売上高売上高売上高売上高７１８７１８７１８７１８億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１５１５１５１５．．．．７７７７％％％％
国内国内国内国内はははは前期末需要前期末需要前期末需要前期末需要のののの反動反動反動反動でででで計画比計画比計画比計画比マイナスマイナスマイナスマイナス、、、、海外海外海外海外はははは計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり

売上高売上高売上高売上高７１８７１８７１８７１８億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１５１５１５１５．．．．７７７７％％％％
国内国内国内国内はははは前期末需要前期末需要前期末需要前期末需要のののの反動反動反動反動でででで計画比計画比計画比計画比マイナスマイナスマイナスマイナス、、、、海外海外海外海外はははは計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり

（（（（億円億円億円億円 ））））

地域別売上構成比



国内
44%

北米
10%

欧州

11%

アジア
7%

中華圏
14%

貿易分
14%

06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 計画比計画比計画比計画比

1Q1Q1Q1Q 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減

実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 計画計画計画計画 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 115115115115 120120120120 104 .8%104 .8%104 .8%104 .8% 123123123123 97 .5%97 .5%97 .5%97 .5%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 111111111111 149149149149 134 .2%134 .2%134 .2%134 .2% 132132132132 113 .2%113 .2%113 .2%113 .2%

北米北米北米北米 22222222 27272727 123 .4%123 .4%123 .4%123 .4% 28282828 97 .9%97 .9%97 .9%97 .9%

欧州欧州欧州欧州 31313131 28282828 91 .8%91 .8%91 .8%91 .8% 26262626 108 .9%108 .9%108 .9%108 .9%

アジアアジアアジアアジア 13131313 18181818 135 .8%135 .8%135 .8%135 .8% 16161616 114 .3%114 .3%114 .3%114 .3%

中華圏中華圏中華圏中華圏 29292929 37373737 127 .2%127 .2%127 .2%127 .2% 42424242 88 .6%88 .6%88 .6%88 .6%

貿易分貿易分貿易分貿易分 16161616 38383838 245 .1%245 .1%245 .1%245 .1% 20202020 191 .2%191 .2%191 .2%191 .2%

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 226226226226 269269269269 119 .3%119 .3%119 .3%119 .3% 255255255255 105 .7%105 .7%105 .7%105 .7%

営業利益営業利益営業利益営業利益 23232323 26262626 114 .8%114 .8%114 .8%114 .8% 21212121 125 .9%125 .9%125 .9%125 .9%

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 10 .2%10 .2%10 .2%10 .2% 9 .8%9 .8%9 .8%9 .8% 8 .2%8 .2%8 .2%8 .2%

ECBECBECBECB

ECBECBECBECB（（（（エレクトロニクスコンポーネンツビジネスエレクトロニクスコンポーネンツビジネスエレクトロニクスコンポーネンツビジネスエレクトロニクスコンポーネンツビジネス））））

売上高売上高売上高売上高２６９２６９２６９２６９億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率９９９９．．．．８８８８％％％％
大型大型大型大型バックライトバックライトバックライトバックライト事業事業事業事業のののの本格的立本格的立本格的立本格的立ちちちち上上上上がりがりがりがり

売上高売上高売上高売上高２６９２６９２６９２６９億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率９９９９．．．．８８８８％％％％
大型大型大型大型バックライトバックライトバックライトバックライト事業事業事業事業のののの本格的立本格的立本格的立本格的立ちちちち上上上上がりがりがりがり

１３１３１３１３OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

（（（（億円億円億円億円 ））））

地域別売上構成比



貿易分
0%

中華圏
1%

アジア

18%

欧州
11%

北米

40%

国内

30%

AECAECAECAEC（（（（オートモーティブエレクトロニックコンポーネンツオートモーティブエレクトロニックコンポーネンツオートモーティブエレクトロニックコンポーネンツオートモーティブエレクトロニックコンポーネンツ））））

１４１４１４１４OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 計画比計画比計画比計画比

1Q1Q1Q1Q 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減

実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 計画計画計画計画 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 65656565 65656565 99 .7%99 .7%99 .7%99 .7% 65656565 100 .1%100 .1%100 .1%100 .1%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 109109109109 150150150150 136 .8%136 .8%136 .8%136 .8% 145145145145 103 .3%103 .3%103 .3%103 .3%

北米北米北米北米 58585858 87878787 149 .3%149 .3%149 .3%149 .3% 82828282 105 .8%105 .8%105 .8%105 .8%

欧州欧州欧州欧州 16161616 23232323 140 .6%140 .6%140 .6%140 .6% 22222222 104 .0%104 .0%104 .0%104 .0%

アジアアジアアジアアジア 35353535 38383838 108 .8%108 .8%108 .8%108 .8% 40404040 95 .6%95 .6%95 .6%95 .6%

中華圏中華圏中華圏中華圏 0000 2222 ---- 1111 193 .0%193 .0%193 .0%193 .0%

貿易分貿易分貿易分貿易分 0000 0000 ---- 0000 ----

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 175175175175 215215215215 122 .9%122 .9%122 .9%122 .9% 210210210210 102 .3%102 .3%102 .3%102 .3%

営業利益営業利益営業利益営業利益 1111 -8-8-8-8 ---- 1111 ----

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 0.4%0 .4%0 .4%0 .4% ---- 0 .5%0 .5%0 .5%0 .5%

AECAECAECAEC

（（（（億円億円億円億円 ））））

地域別売上構成比

売上高売上高売上高売上高２１５２１５２１５２１５億円億円億円億円、、、、北米生産一部商品北米生産一部商品北米生産一部商品北米生産一部商品のののの生産性改善遅生産性改善遅生産性改善遅生産性改善遅れとれとれとれと
原材料高騰原材料高騰原材料高騰原材料高騰によりによりによりにより、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益マイナスマイナスマイナスマイナス

売上高売上高売上高売上高２１５２１５２１５２１５億円億円億円億円、、、、北米生産一部商品北米生産一部商品北米生産一部商品北米生産一部商品のののの生産性改善遅生産性改善遅生産性改善遅生産性改善遅れとれとれとれと
原材料高騰原材料高騰原材料高騰原材料高騰によりによりによりにより、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益マイナスマイナスマイナスマイナス



国内
100%

SSBSSBSSBSSB（（（（ソーシアルシステムズビジネスソーシアルシステムズビジネスソーシアルシステムズビジネスソーシアルシステムズビジネス））））

１５１５１５１５OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 計画比計画比計画比計画比

1Q1Q1Q1Q 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減

実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 計画計画計画計画 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 152152152152 139139139139 91 .1%91 .1%91 .1%91 .1% 144144144144 96 .4%96 .4%96 .4%96 .4%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 3333 0000 14 .5%14 .5%14 .5%14 .5% 6666 8 .2%8 .2%8 .2%8 .2%

北米北米北米北米 0000 0000 104 .3%104 .3%104 .3%104 .3% 1111 49 .0%49 .0%49 .0%49 .0%

欧州欧州欧州欧州 0000 0000 －－－－ 0000 －－－－

アジアアジアアジアアジア 0000 0000 －－－－ 0000 －－－－

中華圏中華圏中華圏中華圏 0000 0000 －－－－ 0000 －－－－

貿易分貿易分貿易分貿易分 3333 0000 0 .1%0 .1%0 .1%0 .1% 5555 0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 156156156156 139139139139 89 .4%89 .4%89 .4%89 .4% 150150150150 92 .9%92 .9%92 .9%92 .9%

営業利益営業利益営業利益営業利益 -19-19-19-19 -18-18-18-18 －－－－ -30-30-30-30 －－－－

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 ---- ---- －－－－ ---- －－－－

SSBSSBSSBSSB

売上高売上高売上高売上高１３９１３９１３９１３９億円億円億円億円、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益はははは販管費販管費販管費販管費のののの抑制抑制抑制抑制によりによりによりにより改善改善改善改善売上高売上高売上高売上高１３９１３９１３９１３９億円億円億円億円、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益はははは販管費販管費販管費販管費のののの抑制抑制抑制抑制によりによりによりにより改善改善改善改善

（（（（億円億円億円億円 ））））

地域別売上構成比



貿易分
2%

中華圏
5%アジア

2%
欧州
19%

北米
20%

国内
52%

HCBHCBHCBHCB（（（（ヘルスケアビジネスヘルスケアビジネスヘルスケアビジネスヘルスケアビジネス））））

１６１６１６１６OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 計画比計画比計画比計画比

1Q1Q1Q1Q 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減 1Q1Q1Q1Q 増減増減増減増減

実績実績実績実績 実績実績実績実績 ％％％％ 計画計画計画計画 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 63636363 78787878 124 .1%124 .1%124 .1%124 .1% 80808080 98 .1%98 .1%98 .1%98 .1%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 61616161 72727272 118 .7%118 .7%118 .7%118 .7% 70707070 103 .0%103 .0%103 .0%103 .0%

北米北米北米北米 29292929 30303030 104 .2%104 .2%104 .2%104 .2% 35353535 85 .3%85 .3%85 .3%85 .3%

欧州欧州欧州欧州 20202020 28282828 143 .8%143 .8%143 .8%143 .8% 22222222 127 .8%127 .8%127 .8%127 .8%

アジアアジアアジアアジア 5555 3333 67 .9%67 .9%67 .9%67 .9% 3333 111 .3%111 .3%111 .3%111 .3%

中華圏中華圏中華圏中華圏 7777 7777 101 .7%101 .7%101 .7%101 .7% 9999 80 .2%80 .2%80 .2%80 .2%

貿易分貿易分貿易分貿易分 1111 4444 714 .0%714 .0%714 .0%714 .0% 1111 357 .0%357 .0%357 .0%357 .0%

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 124124124124 151151151151 121 .5%121 .5%121 .5%121 .5% 150150150150 100 .4%100 .4%100 .4%100 .4%

営業利益営業利益営業利益営業利益 15151515 18181818 115 .9%115 .9%115 .9%115 .9% 11111111 163 .0%163 .0%163 .0%163 .0%

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 12 .5%12 .5%12 .5%12 .5% 11 .9%11 .9%11 .9%11 .9% 7 .3%7 .3%7 .3%7 .3%

HCBHCBHCBHCB

売上高売上高売上高売上高１５１１５１１５１１５１億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１１１１１１１１．．．．９９９９％％％％
国内売上国内売上国内売上国内売上はほぼはほぼはほぼはほぼ計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり。。。。海外売上海外売上海外売上海外売上はははは好調好調好調好調なななな欧州欧州欧州欧州がががが牽引牽引牽引牽引しししし、、、、堅調堅調堅調堅調にににに推移推移推移推移

売上高売上高売上高売上高１５１１５１１５１１５１億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１１１１１１１１．．．．９９９９％％％％
国内売上国内売上国内売上国内売上はほぼはほぼはほぼはほぼ計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり。。。。海外売上海外売上海外売上海外売上はははは好調好調好調好調なななな欧州欧州欧州欧州がががが牽引牽引牽引牽引しししし、、、、堅調堅調堅調堅調にににに推移推移推移推移

（（（（億円億円億円億円 ））））

地域別売上構成比



資産圧縮資産圧縮資産圧縮資産圧縮によりによりによりにより株主資本比率株主資本比率株主資本比率株主資本比率はははは前期末前期末前期末前期末６１６１６１６１．．．．６６６６％％％％からからからから６４６４６４６４．．．．８８８８％％％％へへへへ増加増加増加増加資産圧縮資産圧縮資産圧縮資産圧縮によりによりによりにより株主資本比率株主資本比率株主資本比率株主資本比率はははは前期末前期末前期末前期末６１６１６１６１．．．．６６６６％％％％からからからから６４６４６４６４．．．．８８８８％％％％へへへへ増加増加増加増加

連結連結連結連結貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

2005200520052005年年年年6666月月月月 2006200620062006年年年年3333月月月月 2006200620062006年年年年6666月月月月

総資産総資産総資産総資産 5,7035,7035,7035,703 5,8915,8915,8915,891 5,5695,5695,5695,569
現預金現預金現預金現預金 702702702702 523523523523 589589589589

売上債権売上債権売上債権売上債権 1,0691,0691,0691,069 1,3631,3631,3631,363 1,1701,1701,1701,170

在庫在庫在庫在庫 703703703703 750750750750 874874874874

そのそのそのその他流動資産他流動資産他流動資産他流動資産 305305305305 288288288288 295295295295

固定資産固定資産固定資産固定資産 1,5531,5531,5531,553 1,6761,6761,6761,676 1,5081,5081,5081,508

投資投資投資投資そのそのそのその他資産他資産他資産他資産 1,3711,3711,3711,371 1,2911,2911,2911,291 1,1331,1331,1331,133

総負債総負債総負債総負債 2,5992,5992,5992,599 2,2622,2622,2622,262 1,9631,9631,9631,963
短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金 245245245245 28282828 29292929

長期借入金長期借入金長期借入金長期借入金 21212121 10101010 12121212

そのそのそのその他負債他負債他負債他負債 2,3332,3332,3332,333 2,2242,2242,2242,224 1,9221,9221,9221,922

資本資本資本資本 3,1043,1043,1043,104 3,6293,6293,6293,629 3,6063,6063,6063,606

１７１７１７１７OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

（（（（億円億円億円億円 ））））



将来将来将来将来にににに向向向向けたけたけたけた投資投資投資投資をををを行行行行ったったったった一方一方一方一方、、、、東京本社東京本社東京本社東京本社のののの土地建物売却土地建物売却土地建物売却土地建物売却によりによりによりにより
投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローはははは23232323億円億円億円億円のののの収入収入収入収入

将来将来将来将来にににに向向向向けたけたけたけた投資投資投資投資をををを行行行行ったったったった一方一方一方一方、、、、東京本社東京本社東京本社東京本社のののの土地建物売却土地建物売却土地建物売却土地建物売却によりによりによりにより
投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローはははは23232323億円億円億円億円のののの収入収入収入収入

2005200520052005年年年年

6666月月月月

2006200620062006年年年年

6666月月月月
（（（（参考参考参考参考））））

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期

営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー 81818181 67676767 517517517517

投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー ▲116▲116▲116▲116 23232323 ▲430▲430▲430▲430

ＦＣＦＦＣＦＦＣＦＦＣＦ ▲35▲35▲35▲35 90909090 87878787
財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー ▲32▲32▲32▲32 ▲36▲36▲36▲36 ▲383▲383▲383▲383
換算換算換算換算レートレートレートレート変動変動変動変動のののの影響影響影響影響 ▲38▲38▲38▲38 12121212 13131313
期中期中期中期中のののの増減額増減額増減額増減額 ▲104▲104▲104▲104 66666666 ▲283▲283▲283▲283

期末期末期末期末のののの現金残高現金残高現金残高現金残高 702702702702 589589589589 523523523523

連結連結連結連結キャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー

１８１８１８１８OMRON Corporation Investor Relations

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q

（（（（億円億円億円億円 ））））



３．上半期ならびに通期業績見通し
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上半期業績見通上半期業績見通上半期業績見通上半期業績見通しししし

当初計画値当初計画値当初計画値当初計画値よりよりよりより変更変更変更変更なしなしなしなし

06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 計画比計画比計画比計画比

上期上期上期上期 上期上期上期上期 増減増減増減増減 上期上期上期上期 増減増減増減増減

実績実績実績実績 見通見通見通見通しししし ％％％％ 当初計画当初計画当初計画当初計画 ％％％％

売上高売上高売上高売上高 2,8542,8542,8542,854 3,2003,2003,2003,200 112 .1%112 .1%112 .1%112 .1% 3,2003,2003,2003,200 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 1,1721,1721,1721,172 1,2951,2951,2951,295 110 .5%110 .5%110 .5%110 .5% 1,2951,2951,2951,295 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

販管費販管費販管費販管費 732732732732 815815815815 111 .4%111 .4%111 .4%111 .4% 815815815815 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

RRRR&&&&DDDD費費費費 247247247247 280280280280 113 .3%113 .3%113 .3%113 .3% 280280280280 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

代行返上益代行返上益代行返上益代行返上益 119119119119 　　　　　　　　---- 　　　　　　　　---- 　　　　　　　　---- 　　　　　　　　----

営業利益営業利益営業利益営業利益 313313313313 200200200200 64 .0%64 .0%64 .0%64 .0% 200200200200 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

税前利益税前利益税前利益税前利益 318318318318 220220220220 69 .3%69 .3%69 .3%69 .3% 220220220220 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

税引後利益税引後利益税引後利益税引後利益 167167167167 125125125125 74 .7%74 .7%74 .7%74 .7% 125125125125 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

USDUSDUSDUSDレートレートレートレート 109.9109.9109.9109.9 112.8112.8112.8112.8 2 .92 .92 .92 .9 110 .0110 .0110 .0110 .0 2 .82 .82 .82 .8

EUREUREUREURレートレートレートレート 136.2136.2136.2136.2 140.2140.2140.2140.2 4 .04 .04 .04 .0 135 .0135 .0135 .0135 .0 5 .25 .25 .25 .2

FY2006.1HFY2006.1HFY2006.1HFY2006.1H

２０２０２０２０OMRON Corporation Investor Relations

（（（（億円億円億円億円 ））））

（（（（円円円円 ））））

当初計画値当初計画値当初計画値当初計画値よりよりよりより変更変更変更変更なしなしなしなし

＊＊＊＊前提条件前提条件前提条件前提条件 ：：：： 既発表既発表既発表既発表ののののＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ案件案件案件案件（（（（２２２２件件件件））））によるによるによるによるPL影響数値影響数値影響数値影響数値はははは含含含含まずまずまずまず



通期業績見通通期業績見通通期業績見通通期業績見通しししし

06060606////3333期期期期 07070707////3333期期期期 前年比前年比前年比前年比 07070707////3333期期期期 計画比計画比計画比計画比

通期通期通期通期 通期通期通期通期 増減増減増減増減 通期通期通期通期 増減増減増減増減

実績実績実績実績 見通見通見通見通しししし ％％％％ 当初計画当初計画当初計画当初計画 ％％％％

売上高売上高売上高売上高 6,2686 ,2686 ,2686 ,268 7 ,0007 ,0007 ,0007 ,000 111 .7%111 .7%111 .7%111 .7% 7 , 0007 , 0007 , 0007 , 000 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 2,5342 ,5342 ,5342 ,534 2 ,8202 ,8202 ,8202 ,820 111 .3%111 .3%111 .3%111 .3% 2 , 8202 , 8202 , 8202 , 820 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

販管費販管費販管費販管費 1,5271 ,5271 ,5271 ,527 1 ,6351 ,6351 ,6351 ,635 107 .1%107 .1%107 .1%107 .1% 1 , 6351 , 6351 , 6351 , 635 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

RRRR&&&&DDDD費費費費 505505505505 555555555555 109 .9%109 .9%109 .9%109 .9% 555555555555 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

代行返上益代行返上益代行返上益代行返上益 119119119119 　　　　　　　　---- 　　　　　　　　---- 　　　　　　　　----

営業利益営業利益営業利益営業利益 621621621621 630630630630 101 .4%101 .4%101 .4%101 .4% 630630630630 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

税前利益税前利益税前利益税前利益 644644644644 650650650650 101 .0%101 .0%101 .0%101 .0% 650650650650 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

税引後利益税引後利益税引後利益税引後利益 358358358358 375375375375 104 .9%104 .9%104 .9%104 .9% 375375375375 100 .0%100 .0%100 .0%100 .0%

USDUSDUSDUSDレートレートレートレート 113 .4113 .4113 .4113 .4 111 . 5111 . 5111 . 5111 . 5 -1 . 9-1 . 9-1 . 9-1 . 9 110 .0110 .0110 .0110 .0 1 .51 .51 .51 .5

EUREUREUREURレートレートレートレート 138 .2138 .2138 .2138 .2 137 . 8137 . 8137 . 8137 . 8 -0 . 4-0 . 4-0 . 4-0 . 4 135 .0135 .0135 .0135 .0 2 .82 .82 .82 .8

FY2006FY2006FY2006FY2006

２１２１２１２１OMRON Corporation Investor Relations

（（（（億円億円億円億円 ））））

（（（（円円円円 ））））

当初計画値当初計画値当初計画値当初計画値よりよりよりより変更変更変更変更なしなしなしなし

＊＊＊＊前提条件前提条件前提条件前提条件 ：：：： 既発表既発表既発表既発表ののののＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ案件案件案件案件（（（（２２２２件件件件））））によるによるによるによるPL影響数値影響数値影響数値影響数値はははは含含含含まずまずまずまず
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銀建値 銅建値
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銅建値銅建値銅建値銅建値・・・・銀建値銀建値銀建値銀建値はははは、、、、０６０６０６０６年年年年３３３３月後半月後半月後半月後半からからからから５５５５月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて急騰急騰急騰急騰

６６６６月月月月にににに銅銅銅銅・・・・銀銀銀銀ともにいったんともにいったんともにいったんともにいったん反落反落反落反落したがしたがしたがしたが、、、、再再再再びびびび上昇傾向上昇傾向上昇傾向上昇傾向

銅建値銅建値銅建値銅建値・・・・銀建値銀建値銀建値銀建値はははは、、、、０６０６０６０６年年年年３３３３月後半月後半月後半月後半からからからから５５５５月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて急騰急騰急騰急騰

６６６６月月月月にににに銅銅銅銅・・・・銀銀銀銀ともにいったんともにいったんともにいったんともにいったん反落反落反落反落したがしたがしたがしたが、、、、再再再再びびびび上昇傾向上昇傾向上昇傾向上昇傾向

（円/Kg） （円/Kg）

銅建値銀建値

FY２００３

今後今後今後今後ののののリスクリスクリスクリスク要因要因要因要因のひとつのひとつのひとつのひとつ

FY２００４ FY２００５ FY２００６

FY2006FY2006FY2006FY2006



Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａのののの状況状況状況状況

（（（（参考情報参考情報参考情報参考情報））））

２３２３２３２３



０８０８０８０８年度年度年度年度３００３００３００３００億円億円億円億円のののの売上売上売上売上ででででグローバルシェアグローバルシェアグローバルシェアグローバルシェアＮｏＮｏＮｏＮｏ１１１１をめざすをめざすをめざすをめざす。。。。

セーフティセーフティセーフティセーフティ事業事業事業事業のののの強化強化強化強化－－－－STISTISTISTI買収買収買収買収－－－－Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ

北米北米北米北米トップメーカトップメーカトップメーカトップメーカののののＳＴＩＳＴＩＳＴＩＳＴＩ社社社社をををを買収買収買収買収
セーフティセーフティセーフティセーフティ事業事業事業事業グローバルグローバルグローバルグローバルＮｏＮｏＮｏＮｏ１１１１をををを目指目指目指目指してしてしてして

社会社会社会社会のののの変化変化変化変化とととと顧客顧客顧客顧客ニーズニーズニーズニーズのののの変化変化変化変化：：：：グローバルベースグローバルベースグローバルベースグローバルベースでのでのでのでのＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲ強化強化強化強化のののの社会社会社会社会トレンドトレンドトレンドトレンドからからからから、、、、製造業製造業製造業製造業ではではではでは
生産性追求生産性追求生産性追求生産性追求だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、安全性安全性安全性安全性をををを両立両立両立両立させるさせるさせるさせるニーズニーズニーズニーズがががが急速急速急速急速にににに高高高高まっているまっているまっているまっている。。。。

セーフティコンポセーフティコンポセーフティコンポセーフティコンポ市場市場市場市場のののの拡大拡大拡大拡大：：：：グローバルグローバルグローバルグローバルではではではでは１５１５１５１５％／％／％／％／年年年年でででで成長成長成長成長。。。。２００８２００８２００８２００８年度年度年度年度にはにはにはには１７００１７００１７００１７００億円億円億円億円にににに達達達達するするするする。。。。
多様多様多様多様なななな商品商品商品商品をををを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて機械安全機械安全機械安全機械安全をををを実現実現実現実現するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

背背背背景景景景

①①①①品揃品揃品揃品揃えのえのえのえの充実充実充実充実とととと事業領域事業領域事業領域事業領域のののの拡大拡大拡大拡大
・・・・ＳＴＩＳＴＩＳＴＩＳＴＩ社社社社のののの強強強強みであるみであるみであるみであるセーフティコンポセーフティコンポセーフティコンポセーフティコンポをををを得得得得てててて、、、、トータルソリューショントータルソリューショントータルソリューショントータルソリューション力力力力をををを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる。。。。

②②②②開発力強化開発力強化開発力強化開発力強化によるによるによるによる新商品創出加速新商品創出加速新商品創出加速新商品創出加速
・・・・光応用技術光応用技術光応用技術光応用技術とととと堅牢対応堅牢対応堅牢対応堅牢対応ノウハウノウハウノウハウノウハウをををを得得得得てててて、、、、センシングセンシングセンシングセンシング＆＆＆＆コントロールコントロールコントロールコントロール技術技術技術技術とととと融合融合融合融合させるさせるさせるさせる。。。。

目目目目的的的的

期待期待期待期待
効果効果効果効果

FYFYFYFY０５０５０５０５

３００３００３００３００
億円億円億円億円

１００１００１００１００
FYFYFYFY０６０６０６０６ FYFYFYFY０７０７０７０７ FYFYFYFY０８０８０８０８

２４２４２４２４

第第第第２２２２ＱＱＱＱ期間中期間中期間中期間中にににに
連結組入連結組入連結組入連結組入れれれれ予定予定予定予定



バックライトバックライトバックライトバックライト事業事業事業事業のののの強化強化強化強化－－－－パイオニアパイオニアパイオニアパイオニア精密買収精密買収精密買収精密買収－－－－

画面サイズ

中型中型中型中型

大型大型大型大型

小型小型小型小型

ハイエンドハイエンドハイエンドハイエンド

オムロンオムロンオムロンオムロン
点光源点光源点光源点光源

見栄見栄見栄見栄ええええ改善改善改善改善

多光源多光源多光源多光源でのでのでのでの新規参入新規参入新規参入新規参入

多摩多摩多摩多摩ﾌｧｲﾝｵﾌﾌｧｲﾝｵﾌﾌｧｲﾝｵﾌﾌｧｲﾝｵﾌﾟ゚゚゚ﾄﾄﾄﾄ 液晶液晶液晶液晶TVTVTVTV
デスクトップモニタデスクトップモニタデスクトップモニタデスクトップモニタ

ノートノートノートノートPCPCPCPC
カーナビカーナビカーナビカーナビ
ゲームゲームゲームゲーム機機機機

PDAPDAPDAPDA
DSCDSCDSCDSC
携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

【【【【アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション】】】】

ローエンドローエンドローエンドローエンド
機能

強強強強みをみをみをみを補完補完補完補完しししし小型小型小型小型～～～～中型中型中型中型～～～～大型大型大型大型までのまでのまでのまでのフルラインフルラインフルラインフルライン化化化化をはかるをはかるをはかるをはかる

世界世界世界世界No1のののの液晶液晶液晶液晶バックライトメーカバックライトメーカバックライトメーカバックライトメーカのののの実現実現実現実現をめざしてをめざしてをめざしてをめざして

パイオニアパイオニアパイオニアパイオニア精密領域精密領域精密領域精密領域

Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ

２５２５２５２５

第第第第２２２２ＱＱＱＱ期間中期間中期間中期間中にににに
連結組入連結組入連結組入連結組入れれれれ予定予定予定予定



オムロンオムロンオムロンオムロン株式会社株式会社株式会社株式会社

人と機械のベストマッチングをめざして人と機械のベストマッチングをめざして

＜＜＜＜おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ＞＞＞＞

財務財務財務財務IR室室室室 経営経営経営経営IR部部部部

電話電話電話電話：：：： 03-3436-7170

Email：：：： omron_ir@omron.co.jp

HPアドレスアドレスアドレスアドレス：：：： www.omron.co.jp

OMRON Corporation Investor Relations



重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況
(1)(1)(1)(1)新規領域新規領域新規領域新規領域のののの売上成長売上成長売上成長売上成長

08/308/308/308/3期売上目標期売上目標期売上目標期売上目標をををを当初当初当初当初680680680680億円億円億円億円からからからから820820820820億円億円億円億円にににに増額増額増額増額
07/307/307/307/3期期期期はははは166%166%166%166%成長成長成長成長のののの569569569569億円億円億円億円をめざすをめざすをめざすをめざす

0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

700700700700

800800800800

900900900900

((((億円億円億円億円))))

FY03FY03FY03FY03

180180180180億円億円億円億円

160%160%160%160%

119%119%119%119%

GDGDGDGD第第第第２２２２ステージステージステージステージ目標目標目標目標

820820820820億円億円億円億円

288288288288億円億円億円億円

343343343343億円億円億円億円

166%166%166%166%

144%144%144%144%

569569569569億円億円億円億円

新規領域の主な商品

IAB：基板検査装置（AOI) 他

ECB：液晶バックライト 他

ECB：MEMSセンサ 他

AEC：レーザーレーダ 他

FY2006.1QFY2006.1QFY2006.1QFY2006.1Q
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