
創業		
1933年5月10日
設立		
1948年5月19日
資本金		
64,100百万円
連結従業員数		
35,090名
株式の状況		
発行済株式数
213,958千株
単元株式数
100株
株主数
41,489名
上場証券取引所		
東京・フランクフルト
証券コード		
6645
決算日		
3月31日
定時株主総会		
6月
株主名簿管理人		
三菱UFJ信託銀行株式会社
米国預託証券（ADR）の預託
および名義書換代理人		
JPMorgan	Chase	Bank,	N.	A.
本社		
〒600-8530	
京都市下京区塩小路通
堀川東入
Tel	 075-344-7000
Fax	 075-344-7001

米州本社
オムロン	マネジメント
センター	オブ	アメリカ
（アメリカ	イリノイ州）

ブラジル本社
オムロン	マネジメント
センター	オブ	ブラジル
（サンパウロ）

欧州本社
オムロン	マネジメント
センター	オブ	ヨーロッパ
（オランダ	北ホラント州）

海外地域統合管理拠点

中国本社
オムロン	マネジメント
センター	オブ	チャイナ
（上海）

アジア	パシフィック本社
オムロン	マネジメント
センター	オブ	アジア	パシフィック
（シンガポール）

インド本社
オムロン	マネジメント
センター	オブ	インディア
（グルガオン）

韓国本社
オムロン	マネジメント
センター	オブ	コリア
（ソウル）

生産・開発拠点	
草津事業所
岡山事業所
綾部事業所
野洲事業所

研究開発拠点	
京阪奈イノベーションセンタ

営業拠点	
東京事業所
大阪事業所
名古屋事業所
三島事業所

国内の主な関係子会社、生産・開発拠点、研究開発拠点、営業拠点

関係子会社
オムロン	オートモーティブエレクトロニクス株式会社
オムロン	ソーシアルソリューションズ株式会社
オムロン	ヘルスケア株式会社
オムロン	リレーアンドデバイス株式会社
オムロン	スイッチアンドデバイス株式会社
オムロン	アミューズメント株式会社
オムロン	フィールドエンジニアリング株式会社
オムロン	ソフトウェア株式会社
オムロン	阿蘇株式会社
オムロン	エキスパートリンク株式会社
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■ 所有者別株式数比率 ■ 所有株数別株主数比率（1単元：100株）
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■ 株価・出来高推移

※ オムロンの株価は、2013年7月15日以前は大阪証券取引所第一部、2013年7月16日以降は東京証券取引所第一部におけるものです。
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オムロン
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5,000
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2019年3月末

0.2%

0.3%

1.2%

13.2%

85.1%

名41,489

■ 年間株価最高値・最安値・ボラティリティ*2

年度 最高値（円） 最安値（円） ボラティリティ（%）
2018 6,300 3,740 34.5
2017 7,670 4,385 27.1
2016 5,120 3,045 32.5 
2015 5,900 2,742 40.0 
2014 5,800 3,365 30.9 
2013 4,730 2,213 39.7 
2012 2,478 1,436 29.9 
2011 2,357 1,381 36.5 
2010 2,418 1,749 34.7 
2009 2,215 1,132 35.9 

*2 ボラティリティ：価格変動リスク。数値は標準偏差。

■ 配当・配当性向

年度 配当(円) 配当性向（%）
2018 84 32.2
2017 76 25.6
2016 68 31.6
2015 68 31.1
2014 71 25.0
2013 53 25.3
2012 37*3 27.0
2011 28 37.6
2010 30 24.7
2009 17 106.4

*3 うち80周年記念配当5円

■ 株主総利回り（トータル・シェアホルダーズ・リターン）*1

年度 2014 2015 2016 2017 2018
オムロン 128.9% 81.9% 119.5% 153.6% 130.2%
TOPIX 130.7% 116.5% 133.7% 154.9% 147.1%

TOPIX電機 137.0% 107.4% 136.4% 169.6% 151.3%
*1 キャピタルゲインと配当を合わせた、株主にとっての総合投資利回りを表します。今回から、内閣府令

で規定する計算式で算出しています。
※ 2013年度末の終値で投資した場合の2014年度以降の期末時点の値です。
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　日経平均株価を構成する225銘柄に、2019年3月に初めて選定されました。

　年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF)がESG投資の運用開始にあたって2017年7月に選定した以下の3つのESG
インデックス全てに3年連続で選定され、2018年に追加されたS&P/JPXカーボン・エフィシェント指数にも選定され
ました。

「Top100 グローバル・
イノベーター2018」を受賞　

平成30年度 全国発明表彰
「発明賞」初受賞  

社外からの評価

THE	INCLUSION	OF	OMRON	Corporation	IN	ANY	MSCI	INDEX,	AND	
THE	USE	OF	MSCI	LOGOS,	TRADEMARKS,	SERVICE	MARKS	OR	INDEX	
NAMES	HEREIN,	DO	NOT	CONSTITUTE	A	SPONSORSHIP,	
ENDORSEMENT	OR	PROMOTION	OF	OMRON	Corporation	BY	MSCI	
OR	ANY	OF	ITS	AFFILIATES.	THE	MSCI	INDEXES	ARE	THE	EXCLUSIVE	
PROPERTY	OF	MSCI.	MSCI	AND	THE	MSCI	INDEX	NAMES	AND	LOGOS	
ARE	TRADEMARKS	OR	SERVICE	MARKS	OF	MSCI	OR	ITS	AFFILIATES.

　オムロンは、世界で最も革新的な企業・研究機関100
社を選出する「Top100	グローバル・イノベーター」に
3年連続で選出されています。

　オムロン	ヘルスケア株式会社は、従来と異なる新デ
ザインのチューブレススマート上腕式血圧計の意匠が
評価され、今後大きな功績を挙げることが期待される
「発明賞」を受賞しました。

イノベーションに関する社外からの評価 

各種インデックスの組み入れ状況

　オムロンは、世界各国のESG評価機関より高い評価を得ており、国内外のESGインデックスの構成銘柄に選定されてい
ます。Dow	Jones	Sustainability	Indicesのアジアパシフィックに9年連続選定ののち、ワールドに2017年度から2年連
続選定されました。またMSCI	ESG	Leaders	Indexesに4年連続、FTSE4Good	Index	Seriesに3年連続選定されていま
す。さらには2019年6月に初めてEuronext	Vigeo	Eiris	World	120	Indexに選定されるなど、	数々の指数に組み入れら
れています。
■ ESGインデックス

■ 日本国内主要インデックス
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平成30年度 地球温暖化防止活動大臣表彰
「対策活動実践・普及部門」受賞

統合レポート2018 Best Japan Brands 2019
30位ランクイン

健康経営銘柄2019に
初選定

コーポレート・ガバナンス・
オブ・ザ・イヤー 2018

「経済産業大臣賞」受賞

　オムロンが掲げる環境ビジョン
「グリーンオムロン2020」に対する
環境目標「オムロンカーボンゼロ」の
取り組みが環境省から地球温暖化防
止に顕著な功績のあった団体として
評価され、受賞しました。

　年金積立金管理運用独立
行政法人（GPIF)の国内株式
運用機関が選ぶ「優れた統
合報告書」として高い評価
を得ました。

　日本企業のブランド価値ランキング
において、2018年度の取り組みが評価
され2017年度の39位からランクアッ
プしました。

　オムロンは、経営トップをリー
ダーとした「健康経営宣言」や
「オムロン健康白書」による社員の
健康状態の見える化などが高く
評価され初めて選定されました。

　オムロンは、ガバナンスの根幹であ
る社長CEOの指名プロセスの透明性
の高さが評価され、選定されました。

なでしこ銘柄に選定
　オムロンは、VG2.0における
人財戦略のダイバーシティ推
進の取り組みが評価され2年連
続で選定されました。

https://www.omron.co.jp/
sustainability/

サステナビリティ情報 中期経営計画 特設サイト

https://www.omron.co.jp/
ir/

https://www.omron.co.jp/
vg2020

IR情報
Webサイトのご紹介
　オムロンは、Webサイトを
通じて様々な角度から情報
を発信しています。当社が目
指している未来を身近に感
じていただける動画も掲載
していますので、ぜひご活用
ください。

企業紹介動画
　オムロンの技術が
社会をどう変えよう
としているのか、企業
紹介動画でご覧いた
だけます。
https://goo.gl/S29jM8

EDGE & LINK
　EDGE & LINKは、
事業を通じたよりよい
社会の実現に貢献す
る技術や取り組みを紹
介するサイトです。
https://goo.gl/59o7Y4

Best Japan Brands 2019 

39位

2018 2019

30位

30位に上昇

サステナビリティに関する社外からの評価

コミュニケーションに関する社外からの評価
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　オムロンは「サステナビリティ方針」の中で、「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」と宣言しています。ステークホルダーとの対話を通じた強固な信頼関係は、オムロンの持続的な
成長にとって大切な目に見えない資産です。また、私たちがソーシャルニーズの創造をしていくために不可欠な要
素です。私たちは、マーケティング、コーポレート、インベスターの各コミュニケーションを駆使して、すべてのス
テークホルダーとの責任ある対話に取り組み、持続的な企業価値の向上と、事業を通じた社会発展への貢献を
行ってまいります。

すべてのステークホルダーとの責任ある対話

　オムロンでは、対話を通じたお客様との価値の共創を進めています。制御機器
事業では、全世界35か所に「オートメーションセンタ」を開設しました。そこでは、
各業界のリーディングカンパニーのお客様とオムロンのセールスエンジニアが、
現場のモノづくり課題についての対話を、日々行っています。その対話から得られた
知見を、現場データ活用サービス「i-BELT」の新たなサービスや、新たな製品などの
創出につなげています。

マーケティングコミュニケーション / お客様との対話

■ すべてのステークホルダーとの責任ある対話

■ ステークホルダーとの対話例

オートメーションセンタ

企業価値の向上

事業を通じた社会の発展への貢献

「バリューチェーン」
事業価値の向上

「サプライチェーン」
ブランド価値の向上

「インベストメントチェーン」
株主価値の向上

雇用増 投資リターン
所得増
税金増

社会的課題の解決
社会の発展

お客様 投資家

製品/サービス

対価
（売上/利益）

投資

キャピタルゲイン
インカムゲイン

仕入先様
事業パートナー

社員（採用／雇用）
地域社会

オムロンコーポレート
コミュニケーション

コーポレート
コミュニケーション

マーケティング
コミュニケーション

インベスター
コミュニケーション
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　オムロンでは、企業理念実践を社員に理解・浸透させる活動の一つとして、会
長による「企業理念ミッショナリーダイアログ」を行っています。2018年度は、
米州、アジアパシフィック、中国、欧州、日本で開催しました。「私たちは何のため
に、若しくは誰のために働いているか」「企業理念を実践し継承していくために、
明日から何をどう変えていくのか」など、会長と社員の闊達な議論を通じて、	
企業理念を実践する力を高めています。

コーポレートコミュニケーション / 社員との対話

　オムロンでは、事業パートナーとのオープンイノベーションによる事業創出にチャ
レンジしています。2018年は、京都府舞鶴市様から、「オムロン	サイニックエックス株
式会社」に「日本の地方創生の未来をオムロンと一緒に創りたい」とコンタクトい
ただきました。そこから議論を重ね2019年4月には、舞鶴市様と社会システム事業
の「2030年を見据えた日本の地方都市の課題解決へ向けた連携協定」の締結に至
りました。

コーポレートコミュニケーション / 事業パートナーとの対話

　オムロンは毎年、主要な仕入先の責任者様を対象にグローバル・パートナー・カン
ファレンスを開催し、オムロンの経営方針・事業戦略・購買方針・サステナブル調達の
取り組み方針等を共有しています。2019年5月のカンファレンスには、仕入先様110
社が参加し、サステナブル調達の取り組みが順調に進んでいることを提示し、サプ
ライチェーンを通じた持続可能な社会の実現に向けてオムロンと共に引き続き取り
組んでいくことを改めてお願いしました。

コーポレートコミュニケーション / 仕入先様との対話

　オムロンの特定子会社	オムロン京都太陽株式会社では、自社で障がい者雇用を
進めています。さらには、2016年に京都府・京都市と3者で、「障害者雇用に関わる環
境づくりに関する協定」を締結して以降、3者の強みを活かした、企業に対する障が
い者雇用の促進活動や障がい者への就業支援活動を強化することで京都全体、さら
には全国の障がい者雇用率の上昇につながるよう日々活動しています。

コーポレートコミュニケーション / 地域社会との対話

　オムロンは、株主・投資家の皆さまとの対話を通じた企業価値の向上に取り組ん
でいます。2018年度は、第81期定時株主総会をはじめ、第2回目となるESG説明会
を開催しました。これらの会を通じ、オムロンの事業やガバナンスの取り組み説明
を行い、参加した株主・投資家の皆さまから多くのご質問、ご意見をいただきまし
た。株主の皆さまとの対話から得られた知見は、経営の取り組み改善にもつながっ
ており、IR優良企業特別賞を受賞する等、外部からの評価にもつながっています。

インベスターコミュニケーション / 投資家との対話

欧州でのダイアログの様子

グローバル・パートナー・カンファレンス
（2018年5月開催）

舞鶴市様との協定締結式
（2019年4月）

オムロン京都太陽で働く社員たち

第81期 定時株主総会
（2018年6月19日開催）
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「統合レポート2019」編集メンバー　※50音順

インダストリアルオートメーション
ビジネスカンパニー
北島 英隆

エレクトロニック&
メカニカルコンポーネンツ
ビジネスカンパニー
大塩 和正
櫻木 美春
寺川 裕佳里
安田 成留

オムロン オートモーティブ
エレクトロニクス株式会社
髙橋 敏紀
古河 靖之
横井 佑果

オムロン ソーシアル
ソリューションズ 株式会社
家里 隆弘
川上 健
國米 清治

オムロン ヘルスケア株式会社
飯島 かおり
富田 陽一

環境事業本部
駒峯 達也

技術・知財本部
北村 陽子

グローバルインベスター＆
ブランドコミュニケーション本部
奥村 俊次
小森 雄介
坂本 由香梨
佐藤 友美
佐藤 雅之
柴田 昇
疋田 進
松山 和樹
森 三佳子
森本 陽香
劉 越

第三者保証
　オムロンでは「統合レポート2019」の記載事項の信頼性を高めるため、本レポートに掲載されている社会・環境
に関連するパフォーマンス指標のうち、下記の項目について独立した第三者機関*による保証等を受けています。
*	 KPMGあずさ	サステナビリティ株式会社
	 ビューローベリタスジャパン株式会社

● 海外重要ポジションに占める現地化比率（P30）
● 女性管理職比率（グループ国内)(P30）
● 障がい者雇用率（グループ国内)(P30）

保証対象項目 保証対象項目

レビュー対象項目

● 温室効果ガス排出量（P30)
● 売上高CO2生産性(P30）

● 環境貢献量（P30）
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当社が「統合レポート」を発行するのは、今回で8回目とな
ります。このレポートを手にとってくださった読者の皆様
と、今回の制作と発行に関わって下さったすべての関係者
に、この場を借りて御礼いたします。
今年のレポートのテーマは、「企業理念の実践による、よ

りよい社会づくり」です。このテーマを選んだ背景には、こ
の一年で世界経済と事業環境の不透明感がさらに一層強く
なってきたことがあります。今回のレポートの編集にあたっ
ては、このような時だからこそ、あらためて当社の経営の原
点に立ち返ることが大切だと考えました。この方針に従っ
て、今回のレポートでは、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当社の取り組みを様々な角度から
表出させることを心がけました。
今回のレポートでも、従来の編集に対するステークホル

ダーの皆様からのフィードバックを取り入れて、よりよい
レポートになるように様々な改善に取り組んでいます。そ
の中の代表的なものを三つ紹介します。一つ目は、すべての
独立社外役員が一堂に会した座談会の実施です。この座談
会を通じて、既存の開示資料だけでは表現しきれない当社
の取締役会の実効性の片鱗をお伝えすることを目指してい
ます。二つ目は、社外の専門家の編集への参画です。CEO、
CFO、CTO、そして取締役会長のメッセージを中心に、報道
の第一線で活躍される現役の記者の方によるインタビュー

を実施することで、従来以上にステークホルダーの皆様の
興味関心に応えるメッセージとなるように工夫しました。そ
して三つ目は、当レポートを冊子として印刷し配布すること
を廃止したことです。この決定は、ステークホルダーの皆様
の価値観やメディア視聴環境の変化と有限な地球資源へ
の配慮を前提として、グローバルに広がる当社の多様なス
テークホルダーの皆様に最も効果的かつ効率的に当レポー
トをお届けするには、デジタルメディアでの配信に集約する
ことが最適であるとの判断によるものです。なお、デジタル
メディアへのアクセスが困難な方には、当社から印刷したレ
ポートをお渡しする準備もしております。
今回のレポートは、グローバルインベスター＆ブランド

コミュニケーション本部が編集の中心となり、社内外の多
くの方の協力を得て議論を繰り返して作成しました。私た
ちはこれからも皆様との対話の機会を大切にしてまいりま
す。是非、ご忌憚のないご意見を頂ければ幸いです。

統合レポート2019発行にあたって

取締役室
伊藤 浩
須永 百合子
中井 直樹
永田 晋也

制作協力
宝印刷グループ
株式会社ダイヤモンド社

2019年8月
執行役員 グローバルインベスター

＆ブランドコミュニケーション本部長
「統合レポート 2019」発行責任者

井垣 勉

「統合レポート2019」編集委員
グローバルインベスター＆ブランドコミュニケーション本部

千代 亜由美 布施 麻里花着本 朋義安井 一宣
副編集長

染川 里美
編集長

飯田 紀章

グローバル人財総務本部
一森 恒久
稲並 幸生
今井 充子
上嶋 了太
上島 安彦
國府方 悦宜
谷村 仁志
中島 伸
山本 泰玄

グローバルものづくり革新本部
糸井 南渚
内川 考
河内谷 昌彦
高嶋 秀松
立岡 周二

グローバルリスクマネジメント・
法務本部
岡本 浩二
八木 佐千子

サステナビリティ推進室
上山 留美
貝崎 勝
杉井 勝彦
平尾 佳淑
平川 靖行
平田 純子
松古 樹美
吉川 由紀
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