
 当期純利益 45,987 45,987 335 46,322 

 当社株主への配当金
  （1株当たり68円） (14,539) (14,539) (14,539)

 非支配株主への配当金 — (297) (297)

 非支配株主との資本取引等 14 14 (484) (470)

 利益準備金繰入 2,619 (2,619) — —

 その他の包括利益（損失） (7,159) (7,159) (142) (7,301)

 自己株式の取得 (16) (16) (16)

 自己株式の売却 (0) 1 1 1 

 新株予約権の発行 23 23 23 

2017年3月31日現在残高 213,958,172 64,100 99,138 17,813 346,000 (57,363) (659) 469,029 1,728 470,757

 当期純利益 63,159 63,159 347 63,506

 当社株主への配当金
  （1株当たり76円） (16,083) (16,083) (16,083)

 非支配株主への配当金 — (215) (215)

 非支配株主との資本取引等 6 1 7 (6) 1

 株式に基づく報酬 444 444 444

 利益準備金繰入 2,127 (2,127) — —

 その他の包括利益（損失） 8,004 8,004 2 8,006

 自己株式の取得 (19,030) (19,030) (19,030)

2018年3月31日現在残高 213,958,172 64,100 ¥99,588 19,940 390,950 (49,359) (19,689) 505,530 1,856 507,386 

 FASB会計基準更新
　第2016-01および2018-03
　適用による累積影響額

7,650 (7,426) 224 224

 FASB会計基準更新　
　第2016-01および2018-03の
　適用を反映した2019年3月期首現在

213,958,172 64,100 99,588 19,940 398,600 (56,785) (19,689) 505,754 1,856 507,610

 当期純利益 54,323 54,323 668 54,991

 当社株主への配当金
  （1株当たり84円） (17,398) (17,398) (17,398)

 非支配株主への配当金 — (343) (343)

 非支配株主との資本取引等 — (65) (65)

 株式に基づく報酬 645 645 645

 利益準備金繰入 1,886 (1,886) — —

 その他の包括利益（損失） (13,415) (13,415) (17) (13,432)

 自己株式の取得 (25,697) (25,697) (25,697)

2019年3月31日現在残高 213,958,172 ¥ 64,100 ¥ 100,233 ¥ 21,826 ¥ 433,639 ¥ (70,200) ¥ (45,386) ¥ 504,212 ¥ 2,099 ¥ 506,311

百万円

発行済株式数 資本金 資本剰余金 利益準備金 その他の
剰余金

その他の 
包括利益 
（損失） 
累計額

自己株式 株主資本 非支配持分 純資産
合計

2016年3月31日現在残高 213,958,172 ¥ 64,100 ¥ 99,101 ¥ 15,194 ¥ 317,171 ¥ (50,204) ¥ (644) ¥ 444,718 ¥ 2,316 ¥ 447,034 

オムロン株式会社および子会社　
2017年,2018年および2019年3月31日終了事業年度連結株主持分計算書

※	FASB会計基準更新第2016-01および2018-03の適用による影響を表示している。
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百万円

2016年度 2017年度 2018年度
営業活動によるキャッシュ・フロー：
 当期純利益 ¥46,322 ¥63,506 ¥54,991
 営業活動によるキャッシュ・フローと
 当期純利益の調整：
  減価償却費 28,966 29,465 30,459
  固定資産除売却損（益）（純額） 705 949 (1,098)
  長期性資産の減損 12,998 911 196
  投資有価証券評価損（純額） — — 563
  投資有価証券売却益（純額） (3,764) (3,003) —
  投資有価証券の減損 558 155 —
  退職給付信託設定益 (7,004) — —
  退職給付引当金 2,863 2,706 3,818
  繰延税金 11 (2,607) (383)
  持分法投資損益（利益） (712) (1,754) 1,578
  事業売却損（益）（純額） (3,686) 14 (407)
  資産・負債の増減：
   受取手形及び売掛金の減少（増加） (8,923) (3,210) (534)
   たな卸資産の減少（増加） (7,112) (17,409) (3,491)
   その他の資産の減少（増加） 2,604 (6,113) (294)
   支払手形及び買掛金・未払金の増加（減少） 8,384 4,116 (5,401)
   未払税金の増加（減少） 852 (614) (2,775)
   未払費用及びその他流動負債の増加（減少） 5,097 6,276 (6,851)
  その他（純額） (284) 285 874

 調整合計 31,553 10,167 16,254
 営業活動によるキャッシュ・フロー 77,875 73,673 71,245

投資活動によるキャッシュ・フロー：
 投資有価証券の売却及び償還による収入 4,606 3,776 465
 投資有価証券の取得 (3,274) (649) (602)
 資本的支出 (25,816) (38,542) (39,045)
 施設借用保証金の増加（純額） (145) (634) (193)
 有形固定資産の売却による収入 2,278 990 3,475
 関連会社に対する投資及び貸付金の減少（増加） 30 — (498)
 事業の売却（現金流出額との純額） 7,187 (427) 1,817
 事業の買収（現金取得額との純額） — (20,445) (830)
　その他（純額） 93 89 454

 投資活動によるキャッシュ・フロー (15,041) (55,842) (34,957)

財務活動によるキャッシュ・フロー：
 短期債務の増加（減少）（純額） 155 951 2,109
 親会社の支払配当金 (14,539) (15,378) (16,776)
 非支配株主への支払配当金 (297) (215) (343)
 非支配株主との資本取引による支出額 (470) — —
 自己株式の取得 (16) (18,530) (25,716)
 その他（純額） 155 90 (57)

 財務活動によるキャッシュ・フロー (15,012) (33,082) (40,783)
換算レート変動の影響 (4,706) 2,248 1,722
現金及び現金同等物の増減額 43,116 (13,003) (2,773)
期首現金及び現金同等物残高 82,910 126,026 113,023
期末現金及び現金同等物残高 ¥126,026 ¥113,023 ¥ 110,250

オムロン株式会社および子会社　
2017年,2018年および2019年3月31日終了事業年度連結キャッシュ・フロー計算書
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