
　「オムロンの使命は、企業理念の実践を通じて社会的課題を解決し、社会の発展に貢献することです」。
そう語る日戸CFOが担うのは、企業理念経営を加速する仕組み「ROIC経営」です。社会的課題
を解決していくには、「自走的な成長構造」の構築が欠かせません。ROIC経営を通じて自走的
な成長を実現し、いかにしてイノベーションの創造を経営のメカニズムの中に取り込んでいくか。
稼ぐ力を高め、規律とチャレンジで成長サイクルを回すための仕組みづくりについて、日戸CFO
に聞きました。

（聞き手｜統合レポート編集部）

2019年8月
取締役  執行役員専務  CFO 兼 
グローバル戦略本部長 日戸  興史

規律とチャレンジで成長サイクルを回す「ROIC経営」

CFOインタビュー
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—編集部（以下太文字）：オムロンが目指す「企業理念
経営」と、その実践における「CFOの役割」についてお聞
かせください。
　日戸（以下略） ： オムロンは何を目指し、何のために存在
しているのか――。創業者が残した社憲、そしてその精神
を受け継いだ企業理念は、いつも私たちにそれを問うてき
ます。その問いに答え、企業理念を実践し、事業を通じてよ
りよい社会の実現に貢献することは、オムロンで働く社員
に課された使命です。
　その中でCFOとしての役割は、投資を評価し、規律を持
って資源の再配分を行っていくことです。

—企業理念で掲げている「社会的課題の解決」のため
に、必要な要素は何でしょうか。

オムロンが社会的課題を解決し、継続的に成長するには、
「自走的な成長構造」の構築が不可欠です。では、それを
どのようにして築くのか。

そのためにはまず、「よりよい社会づくりに貢献できる
事業を生み出し続けること」が重要です。現在の事業環境
は逆風下にありますが、すべての経済活動や社会活動が
止まるわけではありません。例えば少子高齢化に伴う
人手不足など、オムロンの技術と事業を通じて解決できる
中長期的な社会的課題は、ますます顕在化しています。
そうしたトレンドを捉えて、他社が真似できない参入障壁や、
潜在的な競争力のある事業に対して投資をやりきること
ができれば、逆風下でも価値を創出し、社会に貢献する

「成長エンジン」をつくり上げることができます。
オムロンではそうした新たな成長エンジンを生み出す

ため、開発費の増加とともに、イノベーション創出のプラッ
トフォームとなるイノベーション推進本部や、オムロン
サイニックエックスなどの新組織を設立しました。また、
オムロン ベンチャーズを通じた、世界中のベンチャー企業
とのオープンイノベーションの加速に向けた投資にも積極
的に取り組んでいます。

そしてもう一つ、自走的な成長に必要なものは、「事業を
成長させ、収益力を向上し続けること」です。新たな事業を
生み出すだけでは、自走的な成長は実現できません。新規

事業はもちろん、既存事業の収益力を、不断の構造改革に
よって高め、成長させていくことが重要です。

これら２つの要素を加速させることで自走的な成長を
実現し、社会的課題の解決に挑戦し続けることができる、
オムロンならではの成長サイクルを回すことができま
す。

—VG2.0の前半戦では、成長投資とGP率にこだわり
続けてきました。その理由を教えてください。

VG2.0の前半2年間は、自走的な成長の実現に向け、
必要な投資を積極的に行ってきました。成長エンジンと
なる制御機器事業、ヘルスケア事業を中心に、不足していた
技術や製品を拡充することでソリューションの幅を広げ
ました。

自走的な成長の実現に向けてこだわり続けているのが、
「売上総利益率（GP率）」です。なぜなら売上総利益は、売
上げから売上原価を差し引いたものづくりの純粋な利益
だからです。ここから投資の原資が生まれるため、GP率
が上がれば投資余力が増し、投資により競争力が高まる
という、成長サイクルが実現します。成長のためには厳し
い環境下でも必要な投資を行うことが不可欠であり、
その原資を生み出すGP率が重要となります。

このGP率は、生産だけでなく、営業や開発、本社を含め
た全部門で連携して高めていくものです。例えば、生産で
3％のコストダウンするのはとても大変なことですが、仮に
GP率が50％だとした場合、営業が1.5％値引きすれば、
生産が血の滲むような努力で削り出した3％は全部吹き
飛んでしまいます。このようにGP率は非常に動的なもの
だからこそ、その重要性を全社で共有しています。その
結果、VG2020がスタートした2011年度36.8％だった
GP率は、2018年度41.2％にまで増えました。

この4.4ポイントのアップを2018年度の売上高8,595
億円から逆算すれば、378億円の投資原資を稼いだ計算
になります。GP率の向上により生み出した利益を原資に、
開発費や販管費を大きく増加させてきましたが、営業利
益率は2.4ポイント高めることができています。

VG2.0後半がスタートする2019年度は、成長投資に
より獲得した資産を評価し、収益力を高めるとともに、

企業理念経営におけるCFOの役割と
自走的な成長に向けて

GP率向上で収益力を磨き上げ、
必要な投資をやりきる
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—GP率の向上以外に、持続的な企業価値向上に寄与
するオムロンユニークな取り組みとは。

限りある原資を有効に使い、自走的な成長を実現する
には、投資のリターンをモニタリング、評価し、最大化し
ていくことが必要です。事業には、成長力に加えて収益
力も備わっていなければなりません。これを両立させる
のが「ROIC経営」です。ROICは投下資本に対するリ
ターンを測るため、事業形態に即してパフォーマンスを
評価できる重要な経営指標となります。

ただし、経営指標のままでは、現場の社員が自身の
業務とのつながりを実感できません。そこで導入した
のが、「逆ツリー展開」です。これは、ROICを自動化率
や失敗コスト率、設備回転率といったKPI（重要な業績
評価指標）に分解し、業務プロセスの何を改善すれば
効率化され、業績の向上につながるのか。それを逆ツリー
型にすることで、見える化したものです。収益を上げ、成長
を担うのは社員一人ひとりですから、皆の活動がバラ
バラだと、価値創造へ向かうベクトルが一致しません。
そこで、上からの経営施策と下からの改善アクションを
リンクさせ、上下双方のアクションをしっかりとつなげる

ことを目的にしています。
さらには、ROICをより深く浸透させるために「ROIC経

営2.0」という翻訳式も導入し、各事業部にアンバサダー
を置くことで、その先進事例を全社で共有しています。

—オムロンは「ポートフォリオマネジメント」も重視して
います。

事業環境が変化し続ける中、全ての事業が計画通りの
成長を遂げられるわけではありません。オムロンが自走
的な成長を実現するには、規律ある経営が不可欠です。
そのためには、常に事業構成を見直し、収益力、成長力
の高い事業に注力したポートフォリオに組み替えていく
必要があります。オムロンには約90の事業ユニットがあ
りますが、それぞれを経済価値評価と市場価値評価で常
に精査し、継続・撤退などの経営判断や、新たな成長事業
への資源シフトを行っています。こうした「ポートフォリオ
マネジメント」による事業評価は、持続的な事業運営に欠
かせません。また規律ある経営は、企業理念を追求する
うえでも必要です。

企業は社会の公器であり、さまざまなステークホル
ダーが関わり、成り立っています。例えばステークホル
ダーの一つである機関投資家の場合、その先には年金
で暮らす人々がいます。そうした間接的なステークホル
ダーにも、きちんと利益を還元していく必要があります。
つまり、ある一定以上の収益を上げられない事業は、十分
に社会に貢献できていない事業だと言えます。収益は世
の中に提供している価値の対価である以上、個々の事業
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構造改革をやりきることで、より筋肉質なオムロンを作
り上げていきます。 P37 ROIC経営

規律ある経営に不可欠な「ROIC経営」
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がどの領域でどのような活動をして、どれだけの収益を上
げているか、それを明確にするためにも規律を持った投資
マネジメントは必要不可欠だと考えています。

オムロンでは、各事業がクリアするべき基準として、
ROIC10%を設定しています。ROICが6％以下なら、事
業撤退も検討します。想定資本コストは約6％ですから、
それを上回るリターンを上げられない事業を抱えていて
は、将来の成長投資に向けた原資を生み出せませんし、よ
りよい社会への貢献を目指す企業理念とも齟齬をきたす
からです。
「逆ツリー展開」と「ポートフォリオマネジメント」をは

じめとした取り組みの結果、2018年度のROICは、
成長に向けた開発費や販管費を増やしながらも10.6%
となり、日本の上場企業の平均値である6.75%を大きく
上回ることができました。
P37 ROIC経営

—「株主価値の向上」に対するポリシーと施策を教えて
ください。

今後も引き続き、ROICを起点とする成長戦略を着実に
実行し、高いGP率により生み出した利益を成長投資に充
てることでさらなる成長を実現する、という成長サイクル
を加速していきます。この成長サイクルで生み出した利益
は、適切なキャッシュマネジメントと利益配分ポリシーに
基づき、運用していく計画です。株主価値の向上のため、
成長投資、安定的な配当、機動的な自己株式取得の順で、
これらを実行していきます。2019年度の年間配当額は、
事業環境が不透明なことから、DOE基準を適用し、算出し
ています。

また近年は、企業に対するESGやSDGsといったサステ
ナビリティへの期待が高まっています。これは、株主から
お預かりした資産をよりよい社会づくりに活かしつつ、
リターンをしっかりと返すことができる会社が選ばれる
時代であることを表しています。オムロンもこの期待に
応えるため、ROIC経営を加速することで事業の成長を
実現するとともに、オムロンならではの技術やサービス
によって社会的課題を解決し、よりよい社会づくりに貢献
する。この両立を実現してまいります。

—最後に、ポストVGを見据えた「持続的な企業価値の
向上」についてお聞かせください。
　今年度も不透明な事業環境を背景に、FA業界を中心
に、大きな影響を受けることが予想されます。このような
厳しい事業環境を企業変革の好機と捉え、ROIC経営を
さらに徹底することで、強い企業体質を実現していきま
す。
　また、持続的な企業価値向上のためには、イノベーション
力が勝負のカギを握ります。よってVG2.0の後半2年間、
そしてその先においても、規律とチャレンジでイノベーシ
ョン創出の成長サイクルを着実に回し、この仕組みを経営
メカニズムの中にしっかりと組み込んでいきます。オムロン
ならではの自走的な成長サイクルを確立し、社会的課題の
解決を通じた企業価値向上を目指す――。CFOとしての
チャレンジは、これからも続きます。

稼ぐ力の
向上

（売上総利益率
の改善）

売上成長

成長サイクル

成長投資

■ VG2.0成長サイクル

オムロンならではの成長サイクルを
確立し、社会的課題の解決を通じた
企業価値向上を
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