
CEOメッセージ

「ソーシャルニーズの創造」に挑戦し、
事業を通じた社会的課題の解決に
取り組んでいきます。

2018年8月
代表取締役社長 CEO

オムロンは創業以来、「企業は社会の公器」であるという考えに基づき、事業を通じて社会の発展に貢献する
ことを使命としてきました。世の中の変化の兆しをいち早く捉え、そのときに生まれる社会的課題の解決に、
世に先駆けて挑戦することで、社会が必要とする新たな価値を創造し、成長を実現してきました。私たちは、
この価値を「ソーシャルニーズ」と呼んでいます。オムロンでは、この「ソーシャルニーズの創造」を、日々の仕事の
中で大切にする価値観として企業理念の中に受け継いでいます。

現在、技術革新を中心に、世の中の変化のスピードと振れ幅は、これまでとは比較にならないほど速く、そして
大きくなってきています。この激変する社会においてソーシャルニーズの創造を加速するために、新たな中期経営
計画VG2.0を2017年度からスタートさせました。従来とは一線を画す戦略が奏功し、昨年度は過去最高水準の
業績を達成しました。2018年度もVG2.0のもと、ソーシャルニーズの創造を加速することで、飛躍的な成長
を実現してまいります。

> 価値創造モデル（P6） > 企業理念（P15）> 価値創造の歩み（P4）

8



9

B
usiness

Financial Inform
ation

Strategy
G

overnance
Corporate Inform

ation
Vision
Vision



「VG2.0」は、2020年度をゴールとする長期ビジョン
「VG2020」の最終の中期経営計画であるとともに、
2030年までをも見据えた成長戦略です。

VG2.0では、注力する事業領域として、「ファクト
リーオートメーション」、「ヘルスケア」、「モビリティ」、

「エネルギーマネジメント」の4ドメインを定めました。

　これら4ドメインは、今後の社会の発展に伴い、最も
成長することが期待される事業領域であり、オムロン
が技術や製品そしてサービスを通じて社会的課題
を解決できるドメインです。当社はVG2.0を通じて、
社会に価値を提供するとともに、自らの成長を実現
していきます。

VG2.0初年度となる2017年度の全社業績は、
特に注力する制御機器事業とヘルスケア事業が
全社の成長を牽引した結果、売上高、売上総利益、
当期純利益において過去最高を更新しました。また、
製品やサービスに対するお客様からの評価の物差し
として、私たちが拘り続けてきた売上総利益率も
41.6％と過去最高を達成しました。将来の成長をより
確かなものにするため、売上総利益率の向上により
生み出した利益を制御機器事業における2件の
M&Aをはじめとする成長投資に充てています。
事業成長により生み出した利益を投資に充て、さら
なる成長を実現する「成長のサイクル」が回り
はじめたことに、手ごたえを感じています。

「VG2.0」1年目の振り返り

売上高 1兆円
営業利益 1,000億円

EARTH-1
STAGE

（2014〜2016）GLOBE
STAGE

（2011〜2013）

（2017〜2020）

長期ビジョン VG2020 2021年〜

VG2.0

■ VG2.0の位置付け
ファクトリー

オートメーション ヘルスケア

モビリティ エネルギーマネジメント

■ 注力するドメイン

2017年度実績 前年度比・差

売上高 8,600億円  + 8.3%

売上総利益 3,577億円 + 14.7%

営業利益 859億円 + 27.1%

当期純利益 632億円 + 37.3%

売上総利益率 41.6% + 2.3P

2017年度実績 前年度比

制御機器事業 3,961億円 + 19.7%

ヘルスケア事業 1,085億円 + 11.0%

過去最高 ■

■ 2017年度 実績
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「VG2.0」2年目となる2018年度の定量目標は、
売上高9,000億円、営業利益930億円、当期純利益
645億円、売上総利益率42.5%としました。2018
年度は、2020年度のゴールとさらにその先の成長
を見据えた取り組みを進める重要な年として、以下
の点に注力していきます。

2017年度、全社の成長を牽引する制御機器事業
が取り組んできたのが、モノづくりを革新する戦略
コンセプト  の加速です。最先端の
モノづくりをされているお客様と一体となって
革新的なソリューションを開発し、これを他の
お客様にも展開する取り組みが大きな成果につな
がりました。この結果、制御機器事業は前年度比

19.7%の増収（42.3％の増益）と大きく成長しまし
た。同じく成長を牽引したヘルスケア事業において
は、グローバルでの高血圧症患者の増加による血圧
計の需要を捉えたとともに、新興国で事業を拡大
したことにより、10.9％の増収（28.2％の増益）*を
実現しました。　
* 2016年12月に売却した旧オムロンコーリン社の売上を除く

注力ドメインによる成長加速
2018年度は、注力4ドメインの中でも、制御機器

事業とヘルスケア事業に引き続き最注力すること
で、全社の成長を加速していきます。　

制御機器事業では、“オートメーションでモノ
づくりを革新し、世界中の人々を豊かにする”という
ビジョンの実現に向け、 を中心に、
お客様と一体となったモノづくり現場の課題解決
にさらに注力していきます。たとえば今年、世界
35カ所にまで倍増させる「オートメーションセンタ」
では、オムロンが持つ業界随一の幅広い製品群や
サービスと長年培ってきた知見をもとに、モノ
づくり現場の課題を解決する革新的なソリューション
を、お客様と共に生み出していきます。また、生産
現場のデータを活用してモノづくりに革新を起こす
サービス、「i-BELT」を複数の有力なお客様と
共にスタートしました。i-BELTは、AIを搭載した

コントローラーを軸に、お客様の製造現場で収集し
たデータを分析、活用するサービスです。ライン停止
の予兆検知など、従来は熟練の技術者しかできな
かった「匠の技」をオートメーションで再現し、
モノづくりにおける熟練工の減少などの社会的課
題を解決します。

ヘルスケア事業では、“地球上の一人ひとりの健康
ですこやかな生活の実現”に向け、「循環器事業」、

「呼吸器事業」、「ペインマネジメント事業」の
3カテゴリーを中心に事業を拡大していきます。
その中でも特に注力するのが、循環器事業で目指す

「ゼロイベント」の実現です。オムロンが目指す
ゼロイベントとは、高血圧が原因となり発症する
脳卒中や心筋梗塞など、命にかかわる重篤な発作を
ゼロにすることです。これの実現に向け、血圧と心電
を同時に計測できる心電計付き血圧計をはじめと

「VG2.0」２年目の取り組み

2018年度計画 前年度比・差

売上高 9,000億円 + 4.7%

売上総利益 3,825億円 + 6.9%

営業利益 930億円 + 8.3%

当期純利益 645億円 + 2.1%

売上総利益率 42.5% + 0.9P
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未来の「ソーシャルニーズ創造」に向けた
技術経営の強化

現在、そしてこれからの世界においては、労働力
の不足や少子高齢化の加速などの社会的課題
が、今まで以上に深刻化していくことが想定さ
れます。同時に、AI、IoT、ロボティクスに代表さ
れる技術革新は、想定より遥かに速いスピードで進
化しています。この技術革新はオムロンのコア技
術「センシング＆コントロール+Think」の進化そ
のものです。オムロンは、これらの変化をチャンスと
捉え、2015年より社長直轄となるCTO（最高技
術責任者）のポジションを新たに設け、技術の変
化を経営に活かす技術経営の確立に取り組んでき
ました。オムロンは、全社にまたがる横断的なコ
ア技術と各事業が保有する固有のコア技術、そ
れぞれが担う技術開発の範囲を明確にした上で、全
社技術戦略を策定しています。これにより、全社横
断での強みを活かし、ソーシャルニーズの創造につ
ながる革新的なイノベーションの創出に取り組
んでいきます。

この取り組みをさらに加速するために、2018年
3月にイノベーション推進本部をCTO直轄の組織
として設立しました。全社のイノベーション創出
を加速する役割を担うイノベーション推進本部
では、事業部門や本社機能部門と連携して近未来の
社会をデザインすることにはじまり、戦略策定、事業
検証までを一気通貫で行います。さらに、「近未来
デザイン」を担う組織「オムロン サイニックエックス
株式会社（OSX）」を新会社として、イノベーション
推進本部傘下に設立しました。OSXでは、よりよい
近未来の社会をデザインし、今後必要となる技術
開発にバックキャストで取り組みます。オムロンは
これからも、技術経営のさらなる強化によるソー
シャルニーズの創造を加速していきます。

> 特集1 CTOインタビュー（P36）

する新製品を今期、市場に投入します。これらの革新
的なデバイスで計測されたデータをはじめ、外部
パートナーが持つ情報を掛け合わせることで、患
者の高血圧の原因や血圧変動の特徴を分析しま
す。そして、その結果をもとに医療現場の医師とも
連携し、ゼロイベントの実現に取り組んでいきます。

このように、オムロンは、お客様やパートナーと
のオープンイノベーションで価値を創造することで、
新たなソーシャルニーズを創造していきます。

> 注力ドメインにおけるイノベーションの創出（P42,48）
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「ソーシャルニーズの創造」を支える機能

ROIC経営
オムロンは、企業価値向上と利益成長の両立を

目指す、ROIC経営に取り組んでいます。当社は、それ
ぞれのビジネスカンパニーの傘下に約90の多様な
事業ユニットを持っていますが、社会的課題の
解決に挑戦し、よりよい社会の実現に貢献するため
には、より大きな価値を生み出せる事業に優先
的にリソースを割り当てる必要があります。その
ために、当社では、事業環境が異なる多様な事業群
のパフォーマンスをROICにより公平に評価して
います。具体的な取り組み例として、成長事業である
制御機器事業とヘルスケア事業においては、M&A

のほか、生産能力の拡大に向けた投資を実施して
います。

一方、バックライト事業の構造改革による事業
規模の最適化や、制御機器事業のオムロンレーザー
フロント社の株式譲渡*などにも取り組んできま
した。このようにオムロンは、将来の成長に向けた
積極的な投資に取り組むと同時に、ROIC経営の規律
に則り、継続して構造改革を進めることで、収益を
伴った成長をより確かなものにしていきます。
* 2018年8月1日譲渡完了

> CFOメッセージ（P20） > ROIC経営（P24）
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新たな「ソーシャルニーズの創造」に向けて

2018年度も引き続き将来の成長に向けて必要な
投資をしていくことで、企業価値の向上を実現して
いきます。2018年度は2020年度のゴールに掲げた
6つの経営指標のうち、売上総利益率、ROIC、ROE、
EPSの4つの目標を達成する計画です。オムロンの
収益力は着実に強くなってきています。これからも
この収益力を継続強化しつつ、売上高と営業利益の
目標も達成していきます。

世の中が変化するとき、そこには必ず新たな
社会的課題が発生します。これは、事業を通じて
社会的課題の解決に世に先駆けて挑戦してきた
オムロンにとって大きなチャンスです。貿易摩擦
の深刻化などの不確実性はありますが、市場環境
の動向を注視し、変化対応していきます。そして、
人財や研究開発をはじめとする成長投資を進める
ことでチャンスを確実なものにし、より大きな
社会的課題の解決に挑戦していきます。私たちが
目指すオムロンは、世界中の人々からその存在を
必要とされ期待される企業です。

これからもよりよい社会の実現のための「ソー
シャルニーズの創造」に向け、全社一丸となって
邁進していきます。

今後とも皆様のご支援をよろしくお願いいたし
ます。

2018年度計画 2020年度目標

売上高 9,000億円 1兆円

売上総利益率 42.5% 41%以上

営業利益 930億円 1,000億円

ROIC 12%前後 10%以上

ROE 12%前後 10%以上

EPS 306円 300円以上

■ 6つの経営指標

2018年度に達成を見込む2020年度目標 ■

サステナビリティ課題への取り組み
オムロンは、2017年度にサステナビリティ課題

への取り組みを事業活動とリンクさせ、VG2.0の
中にサステナビリティ目標を設定しました。

サステナビリティ目標は二つの基軸で構成され
ています。一つ目は、注力ドメインにおいて、お客
様、パートナー、そして社会との共創を通じて新し
い商品やサービスなどの価値を生みだすための目
標です。二つ目は、イノベーションを創出する人財
づくりや、ものづくりに競争優位をもたらす品質
マネジメントなど、事業基盤の強化により持続的

な企業活動を実現し、ステークホルダーの期待に
応えるための目標です。目標設定から1年がたち、
その進捗確認や見直しを行う中で、サステナビリ
ティ課題への取り組みがソーシャルニーズの創造
を加速し、企業理念を実践するものとして機能
しはじめたことを実感しています。この取り組みは、
私たちの考えるよりよい社会、国連が採択した
SDGsをはじめ、国際社会が目指す持続可能な社会
の実現につながっています。

> サステナビリティ目標の進捗（P18）> 中期経営計画 VG2.0（P16）
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A4-Size : w297 x h210

オムロン企業理念

サステナビリティ方針

● 長期ビジョンを掲げ、事業を通じて社会的課題を解決します。
● 真のグローバル企業を目指し、公正かつ透明性の高い経営を実現します。
● すべてのステークホルダーと責任ある対話を行い、強固な信頼関係を構築します。

私たちは、「企業は社会の公器である」との基本的考えのもと、
企業理念の実践を通じて、持続的な企業価値の向上を目指します。

オムロンのサステナビリティ方針は、企業理念に基づく経営のスタンスで宣言している「企業理念の
実践を通じて、持続的な企業価値の向上を目指す」ことと同義と捉え、その内容を同一としています。
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