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＜＜＜＜注意注意注意注意＞＞＞＞
１１１１．．．． 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。。。。
２２２２．．．． 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１４４１４４１４４１４４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１７１７１７１７社社社社ですですですです。。。。
３３３３．．．． 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ははは

さまざまなさまざまなさまざまな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開催開催開催開催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））））資金調達環境資金調達環境資金調達環境資金調達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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事業事業事業事業 事業名称事業名称事業名称事業名称 略称略称略称略称 事業内容事業内容事業内容事業内容

制御部品制御部品制御部品制御部品
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ・ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ・
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ＩＡＢＩＡＢＩＡＢＩＡＢ 工場自動化等の制御機器の�製造販売

電子部品電子部品電子部品電子部品
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ・
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ＥＣＢＥＣＢＥＣＢＥＣＢ
家電や通信機器、モバイル機器向けの
電子部品の製造販売

車載電装品車載電装品車載電装品車載電装品
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

ＡＥＣＡＥＣＡＥＣＡＥＣ 自動車搭載用電子部品の製造販売

公共公共公共公共システムシステムシステムシステム ｿｰｼｱﾙ・ｼｽﾃﾑｽﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ ＳＳＢＳＳＢＳＳＢＳＳＢ
自動改札機などの鉄道機器、交通管制
システムの製造販売とサービス

健康機器健康機器健康機器健康機器 ﾍﾙｽｹｱ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ ＨＣＢＨＣＢＨＣＢＨＣＢ
電子血圧計等の家庭用健康機器、医
療用機器の製造販売

そのそのそのその他他他他 事業開発本部ほか そのそのそのその他他他他
新規事業の探索や、
上記部門に属さない事業

主主主主なななな事業内容事業内容事業内容事業内容とととと略称略称略称略称

＊注） ＡＴＭ等の金融機器事業は、２００４年１０月１日に「日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社」
（日立：５５％出資、オムロン：４５％出資）へ移管いたしました。

＊＊＊＊注注注注））））
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１１１１．．．．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

エグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブ
サマリーサマリーサマリーサマリー
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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

2006200620062006年年年年3333月期決算月期決算月期決算月期決算

２００６２００６２００６２００６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２２２２年目年目年目年目

第第第第2ステージステージステージステージ目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた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とととと位置位置位置位置づけづけづけづけ 「「「「強靭強靭強靭強靭なななな収益構造収益構造収益構造収益構造へのへのへのへの前進前進前進前進」」」」をををを図図図図るるるる

2007200720072007年年年年3333月期計画月期計画月期計画月期計画ととととポイントポイントポイントポイント

エグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブ
サマリーサマリーサマリーサマリー

売上売上売上売上、、、、利益利益利益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をほぼをほぼをほぼをほぼ達成達成達成達成しししし、、、、４４４４期連続期連続期連続期連続のののの増収増益増収増益増収増益増収増益。。。。過去最高売上過去最高売上過去最高売上過去最高売上、、、、利益利益利益利益をををを達成達成達成達成

①①①①連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高：：：：計画通計画通計画通計画通りりりり

前期比前期比前期比前期比3.0％％％％増加増加増加増加はははは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）、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

②②②②営業利益営業利益営業利益営業利益：：：： 計画比計画比計画比計画比4.4％％％％減少減少減少減少はははは、、、、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 ＰＰＰＰ１２１２１２１２参照参照参照参照））））

前期比前期比前期比前期比10.7％％％％増加増加増加増加はははは代行返上益代行返上益代行返上益代行返上益によるによるによるによる（（（（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））））

③③③③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22.5％％％％増加増加増加増加はははは保有株式保有株式保有株式保有株式のののの売却益計上売却益計上売却益計上売却益計上がががが寄与寄与寄与寄与

④④④④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、、、、電子部品事業電子部品事業電子部品事業電子部品事業（ＥＣＢ）（ＥＣＢ）（ＥＣＢ）（ＥＣＢ）以外以外以外以外はははは堅調堅調堅調堅調にににに推移推移推移推移。。。。利益面利益面利益面利益面ではではではでは、ＥＣＢ、ＥＣＢ、ＥＣＢ、ＥＣＢとととと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

５５５５期連続増収増益期連続増収増益期連続増収増益期連続増収増益をををを狙狙狙狙うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、０８０８０８０８年年年年３３３３月期月期月期月期ＰＬＰＬＰＬＰＬ計画達成計画達成計画達成計画達成にににに向向向向けてけてけてけて利益成長投資利益成長投資利益成長投資利益成長投資にににに重点重点重点重点をををを置置置置くくくく

１１８１１８１１８１１８．．．．５５５５％％％％
１２２１２２１２２１２２．．．．５５５５％％％％
１１０１１０１１０１１０．．．．７７７７％％％％
１０３１０３１０３１０３．．．．００００％％％％

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 １０１０１０１０．．．．３３３３％）％）％）％）１０２１０２１０２１０２．．．．１１１１％％％％６４４６４４６４４６４４億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 ５５５５．．．．７７７７％）％）％）％）

（（（（営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 ９９９９．．．．９９９９％）％）％）％）９５９５９５９５．．．．６６６６％％％％６２１６２１６２１６２１億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％％％％６６６６，，，，２６８２６８２６８２６８億円億円億円億円売上高売上高売上高売上高

３５８３５８３５８３５８億円億円億円億円

実績実績実績実績

９９９９９９９９．．．．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））））

（（（（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
１０４１０４１０４１０４．．．．９９９９％％％％

１０１１０１１０１１０１．．．．４４４４％％％％
１１１１１１１１１１１１．．．．７７７７％％％％

前期比前期比前期比前期比

（（（（営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 ９９９９．．．．００００％）％）％）％）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

（（（（当期利益率当期利益率当期利益率当期利益率 ５５５５．．．．４４４４％）％）％）％）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

７７７７，，，，００００００００００００億円億円億円億円売上高売上高売上高売上高

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））））

中期目標進捗状況中期目標進捗状況中期目標進捗状況中期目標進捗状況

2006200620062006年年年年3333月末月末月末月末のののの事業価値事業価値事業価値事業価値のののの総和総和総和総和はははは当社独自当社独自当社独自当社独自のののの試算試算試算試算ではではではでは約約約約９９９９，，，，４００４００４００４００億円億円億円億円でででで、、、、2008200820082008年年年年3333月期月期月期月期のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けけけけ順調順調順調順調にににに推移推移推移推移

＊＊＊＊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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0000

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

0.0%0.0%0.0%0.0%

2.0%2.0%2.0%2.0%

4.0%4.0%4.0%4.0%

6.0%6.0%6.0%6.0%

8.0%8.0%8.0%8.0%

10.0%10.0%10.0%10.0%

12.0%12.0%12.0%12.0%

0000

2 ,0002 ,0002 ,0002 ,000

4 ,0004 ,0004 ,0004 ,000

6 ,0006 ,0006 ,0006 ,000

8 ,0008 ,0008 ,0008 ,000

2002200220022002年年年年3333月期月期月期月期 2003200320032003年年年年3333月期月期月期月期 2004200420042004年年年年3333月期月期月期月期 2005200520052005年年年年3333月期月期月期月期 2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期 2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期（（（（予予予予））））

売上高売上高売上高売上高 5,3405,3405,3405,340 5,3515,3515,3515,351 5,8495,8495,8495,849 6,0866,0866,0866,086 6,2686,2686,2686,268 7,0007,0007,0007,000
売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 1,8051,8051,8051,805 2,0772,0772,0772,077 2,4012,4012,4012,401 2,4982,4982,4982,498 2,5342,5342,5342,534 2,8202,8202,8202,820
営業利益営業利益営業利益営業利益 42424242 323323323323 514514514514 561561561561 621621621621 630630630630

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 0.8%0.8%0.8%0.8% 6.0%6.0%6.0%6.0% 8.8%8.8%8.8%8.8% 9.2%9.2%9.2%9.2% 9.9%9.9%9.9%9.9% 9.0%9.0%9.0%9.0%
当期利益当期利益当期利益当期利益 -158-158-158-158 5555 268268268268 302302302302 358358358358 375375375375

ＥＰＳ（ＥＰＳ（ＥＰＳ（ＥＰＳ（円円円円）））） ▲63.50▲63.50▲63.50▲63.50 2.072.072.072.07 110.66110.66110.66110.66 126.52126.52126.52126.52 151.14151.14151.14151.14 159.95159.95159.95159.95

＜＜＜＜為替為替為替為替レートレートレートレート＞＞＞＞

 USD USD USD USD 125.7125.7125.7125.7 122.1122.1122.1122.1 113.4113.4113.4113.4 107.3107.3107.3107.3 113.4113.4113.4113.4 110.0110.0110.0110.0
EUREUREUREUR 110.9110.9110.9110.9 121.1121.1121.1121.1 132.4132.4132.4132.4 135.0135.0135.0135.0 138.2138.2138.2138.2 135.0135.0135.0135.0

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ののののサマリーサマリーサマリーサマリー

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

02/302/302/302/3期期期期 03/303/303/303/3期期期期 04/304/304/304/3期期期期 05/305/305/305/3期期期期 06/306/306/306/3期期期期

エグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブ
サマリーサマリーサマリーサマリー

2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期はははは、、、、５５５５期連続増収増益期連続増収増益期連続増収増益期連続増収増益、、、、過去最高過去最高過去最高過去最高のののの売上売上売上売上／／／／利益実現利益実現利益実現利益実現をををを見込見込見込見込むむむむ

（（（（単位単位単位単位：：：：円円円円））））

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円）））） （（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

0000７７７７/3/3/3/3期期期期（（（（予予予予））））

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益

02/302/302/302/3期期期期 03/303/303/303/3期期期期 04/304/304/304/3期期期期 05/305/305/305/3期期期期 06/306/306/306/3期期期期 0000７７７７/3/3/3/3期期期期（（（（予予予予））））
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２２２２．．．．２００６２００６２００６２００６年年年年３３３３月期月期月期月期 決算報告決算報告決算報告決算報告

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告
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（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円 ））））

 2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 前期比前期比前期比前期比 2006200620062006年年年年 計画比計画比計画比計画比

全社全社全社全社ＰＰＰＰ////L L L L 3333月月月月 3333月月月月 増減増減増減増減 3333月月月月 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 6,0866 ,0866 ,0866 ,086 6 ,2686 ,2686 ,2686 ,268 103 .0%103 .0%103 .0%103 .0% 6 ,2506 ,2506 ,2506 ,250 100 .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 2,4982 ,4982 ,4982 ,498 2 ,5342 ,5342 ,5342 ,534 101 .4%101 .4%101 .4%101 .4% 2 ,5602 ,5602 ,5602 ,560 99 .0%99 .0%99 .0%99 .0%

販管費販管費販管費販管費 1,4421 ,4421 ,4421 ,442 1 ,5271 ,5271 ,5271 ,527 105 .9%105 .9%105 .9%105 .9% 1 ,5001 ,5001 ,5001 ,500 101 .8%101 .8%101 .8%101 .8%

R&DR&DR&DR&D費費費費 494494494494 505505505505 102 .1%102 .1%102 .1%102 .1% 500500500500 101 .0%101 .0%101 .0%101 .0%

代行返上益代行返上益代行返上益代行返上益 ---- 119119119119 ---- 90909090 132 .3%132 .3%132 .3%132 .3%

営業利益営業利益営業利益営業利益 561561561561 621621621621 110 .7%110 .7%110 .7%110 .7% 650650650650 95 .6%95 .6%95 .6%95 .6%

税前利益税前利益税前利益税前利益 525525525525 644644644644 122 .5%122 .5%122 .5%122 .5% 630630630630 102 .1%102 .1%102 .1%102 .1%

当期利益当期利益当期利益当期利益 302302302302 358358358358 118 .5%118 .5%118 .5%118 .5% 360360360360 99 .3%99 .3%99 .3%99 .3%

USDUSDUSDUSD 107 .3107 .3107 .3107 .3 113 .4113 .4113 .4113 .4 +6 .1+6 .1+6 .1+6 .1 100 .0100 .0100 .0100 .0 +13 .4+13 .4+13 .4+13 .4

EUREUREUREUR 135 .0135 .0135 .0135 .0 138 .2138 .2138 .2138 .2 +3 .2+3 .2+3 .2+3 .2 130 .0130 .0130 .0130 .0 +8 .2+8 .2+8 .2+8 .2

＜＜＜＜損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書＞＞＞＞

＜＜＜＜為替為替為替為替レートレートレートレート＞＞＞＞

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

（（（（単位単位単位単位：：：：円円円円 ））））

売上高売上高売上高売上高６６６６，，，，２６８２６８２６８２６８億円億円億円億円 営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率９９９９．．．．９９９９％％％％
連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高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前期比増前期比増前期比増前期比増、、、、計画比減計画比減計画比減計画比減。。。。

税前利益税前利益税前利益税前利益はははは前年前年前年前年・・・・計画計画計画計画ともにともにともにともに上回上回上回上回るるるる。。。。

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告
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（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

２００５２００５２００５２００５年年年年 ２００６２００６２００６２００６年年年年 前期比前期比前期比前期比 ２００６２００６２００６２００６年年年年 計画比計画比計画比計画比

３３３３月期月期月期月期 ３３３３月期月期月期月期 増減増減増減増減 ３３３３月期月期月期月期 増減増減増減増減

エリアエリアエリアエリア別別別別 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 ％％％％

国内国内国内国内 3,6613 ,6613 ,6613 ,661 3 ,5493 ,5493 ,5493 ,549 96 .9%96 .9%96 .9%96 .9% 3 ,5803 ,5803 ,5803 ,580 99 .1%99 .1%99 .1%99 .1%

海外海外海外海外******** 2 ,4252 ,4252 ,4252 ,425 2 ,7192 ,7192 ,7192 ,719 112 .1%112 .1%112 .1%112 .1% 2 ,6702 ,6702 ,6702 ,670 101 .9%101 .9%101 .9%101 .9%

合計合計合計合計 6,0866 ,0866 ,0866 ,086 6 ,2686 ,2686 ,2686 ,268 103 .0%103 .0%103 .0%103 .0% 6 ,2506 ,2506 ,2506 ,250 100 .3%100 .3%100 .3%100 .3%

カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー別別別別 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 2 ,5032 ,5032 ,5032 ,503 2 ,7272 ,7272 ,7272 ,727 108 .9%108 .9%108 .9%108 .9% 2 ,6752 ,6752 ,6752 ,675 101 .9%101 .9%101 .9%101 .9%

ECBECBECBECB 1 ,0111 ,0111 ,0111 ,011 977977977977 96 .6%96 .6%96 .6%96 .6% 1 ,1401 ,1401 ,1401 ,140 85 .7%85 .7%85 .7%85 .7%
AECAECAECAEC 646646646646 776776776776 120 .2%120 .2%120 .2%120 .2% 720720720720 107 .8%107 .8%107 .8%107 .8%
SSBSSBSSBSSB 1 ,1521 ,1521 ,1521 ,152 918918918918 79 .7%79 .7%79 .7%79 .7% 910910910910 100 .9%100 .9%100 .9%100 .9%
HCBHCBHCBHCB 506506506506 611611611611 120 .8%120 .8%120 .8%120 .8% 540540540540 113 .1%113 .1%113 .1%113 .1%

そのそのそのその他他他他 268268268268 259259259259 96 .9%96 .9%96 .9%96 .9% 265265265265 97 .9%97 .9%97 .9%97 .9%

合計合計合計合計 6,0866 ,0866 ,0866 ,086 6 ,2686 ,2686 ,2686 ,268 103 .0%103 .0%103 .0%103 .0% 6 ,2506 ,2506 ,2506 ,250 100 .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

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告 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（（（（地域別地域別地域別地域別、、、、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ともにともにともに、、、、ほぼほぼほぼ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）以外以外以外以外はははは堅調堅調堅調堅調にににに推移推移推移推移
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（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

２００５２００５２００５２００５年年年年 ２００６２００６２００６２００６年年年年 前期比前期比前期比前期比 ２００６２００６２００６２００６年年年年 当初計画比当初計画比当初計画比当初計画比

３３３３月期月期月期月期 ３３３３月期月期月期月期 増減増減増減増減 ３３３３月期月期月期月期 増減増減増減増減

カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー別別別別 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 414414414414 419419419419 101 .2%101 .2%101 .2%101 .2% 420420420420 99 .8%99 .8%99 .8%99 .8%

ECBECBECBECB 161161161161 112112112112 69 .7%69 .7%69 .7%69 .7% 160160160160 69 .9%69 .9%69 .9%69 .9%

AECAECAECAEC -9-9-9-9 -20-20-20-20 ---- 25252525 ----

SSBSSBSSBSSB 64646464 44444444 68 .9%68 .9%68 .9%68 .9% 30303030 147 .8%147 .8%147 .8%147 .8%

HCBHCBHCBHCB 76767676 87878787 113 .5%113 .5%113 .5%113 .5% 85858585 101 .8%101 .8%101 .8%101 .8%

そのそのそのその他他他他 38383838 17171717 44 .0%44 .0%44 .0%44 .0% 20202020 83 .6%83 .6%83 .6%83 .6%

-184-184-184-184 -157-157-157-157 85 .6%85 .6%85 .6%85 .6% -180-180-180-180 87 .3%87 .3%87 .3%87 .3%

－－－－ 119119119119 －－－－ 90909090 132 .2%132 .2%132 .2%132 .2%

合計合計合計合計 561561561561 621621621621 110 .7%110 .7%110 .7%110 .7% 650650650650 95 .6%95 .6%95 .6%95 .6%

本社費他消去本社費他消去本社費他消去本社費他消去

代行返上代行返上代行返上代行返上

連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益
2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期

決算報告決算報告決算報告決算報告

制御機器事業制御機器事業制御機器事業制御機器事業（（（（IABIABIABIAB））））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／／／／電子部品電子部品電子部品電子部品（ＥＣＢ）（ＥＣＢ）（ＥＣＢ）（ＥＣＢ）はははは苦戦苦戦苦戦苦戦
車載車載車載車載（（（（AEC)AEC)AEC)AEC)はははは北米生産北米生産北米生産北米生産プロセスプロセスプロセスプロセス改善改善改善改善ののののコストコストコストコスト増増増増によりによりによりによりマイナスマイナスマイナスマイナス
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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））））

成長投資及成長投資及成長投資及成長投資及びびびび規制化学物質対応規制化学物質対応規制化学物質対応規制化学物質対応にににに伴伴伴伴うううう販管費販管費販管費販管費・・・・Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ費費費費のののの増加増加増加増加がががが大大大大きいもののきいもののきいもののきいものの
代行返上益代行返上益代行返上益代行返上益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はははは前期前期前期前期をををを上回上回上回上回るるるる

成長投資及成長投資及成長投資及成長投資及びびびび規制化学物質対応規制化学物質対応規制化学物質対応規制化学物質対応にににに伴伴伴伴うううう販管費販管費販管費販管費・・・・Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ費費費費のののの増加増加増加増加がががが大大大大きいもののきいもののきいもののきいものの
代行返上益代行返上益代行返上益代行返上益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はははは前期前期前期前期をををを上回上回上回上回るるるる

００００５５５５／／／／３３３３ ００００６６６６／／／／３３３３

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

売上総利益増売上総利益増売上総利益増売上総利益増
＋＋＋＋１２８１２８１２８１２８億億億億円円円円

販管販管販管販管・・・・開発費増開発費増開発費増開発費増
▲▲▲▲１４７１４７１４７１４７億億億億円円円円

５６１５６１５６１５６１ ６２１６２１６２１６２１

営業利益営業利益営業利益営業利益増加増加増加増加
＋＋＋＋６０６０６０６０億億億億円円円円

金融機器事業金融機器事業金融機器事業金融機器事業

のののの移行分移行分移行分移行分

＋＋＋＋１４０１４０１４０１４０

＋＋＋＋４６４６４６４６

▲▲▲▲１１２１１２１１２１１２

▲▲▲▲３５３５３５３５

▲▲▲▲５８５８５８５８

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

販管費販管費販管費販管費増増増増

Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ費増費増費増費増
売上純売上純売上純売上純増増増増にににに伴伴伴伴うううう増加増加増加増加

（（（（金融機器事業分金融機器事業分金融機器事業分金融機器事業分

為替影響除為替影響除為替影響除為替影響除くくくく））））

▲▲▲▲４０４０４０４０

営業利益営業利益営業利益営業利益

（（（（金融機器事業分除金融機器事業分除金融機器事業分除金融機器事業分除くくくく））））

＋＋＋＋１１９１１９１１９１１９

代行返上益代行返上益代行返上益代行返上益

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告
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売上減売上減売上減売上減およびおよびおよびおよび売価売価売価売価ダウンダウンダウンダウン等等等等のののの影響影響影響影響によりによりによりにより売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益のののの減少減少減少減少をををを

代行返上益増加代行返上益増加代行返上益増加代行返上益増加ででででカバーカバーカバーカバーできずできずできずできず、、、、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下回下回下回下回るるるる
売上減売上減売上減売上減およびおよびおよびおよび売価売価売価売価ダウンダウンダウンダウン等等等等のののの影響影響影響影響によりによりによりにより売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益のののの減少減少減少減少をををを

代行返上益増加代行返上益増加代行返上益増加代行返上益増加ででででカバーカバーカバーカバーできずできずできずできず、、、、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下回下回下回下回るるるる

００００６６６６／／／／３３３３ 計画計画計画計画 ００００６６６６／／／／３３３３ 実績実績実績実績

売上総利益減売上総利益減売上総利益減売上総利益減
▲▲▲▲２６２６２６２６億億億億円円円円

販管販管販管販管・・・・開発費増開発費増開発費増開発費増
▲▲▲▲３２３２３２３２億億億億円円円円

６５０６５０６５０６５０
６２１６２１６２１６２１

営業利益営業利益営業利益営業利益減少減少減少減少
▲▲▲▲２９２９２９２９億億億億円円円円

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

▲▲▲▲９３９３９３９３ ＋＋＋＋９７９７９７９７

▲▲▲▲５５５５

▲▲▲▲２７２７２７２７

▲▲▲▲３０３０３０３０

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

販管費増販管費増販管費増販管費増

Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ費増費増費増費増

売上純減売上純減売上純減売上純減にににに伴伴伴伴うううう減少減少減少減少
((((売上為替影響除売上為替影響除売上為替影響除売上為替影響除くくくく））））

＋＋＋＋２９２９２９２９

代行返上益増代行返上益増代行返上益増代行返上益増

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））））
2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期

決算報告決算報告決算報告決算報告
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2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 前期比前期比前期比前期比 2006200620062006年年年年 計画比計画比計画比計画比

3333月月月月 3333月月月月 増減増減増減増減 3333月月月月 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 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 1,3021 ,3021 ,3021 ,302 1 ,3621 ,3621 ,3621 ,362 104 .6%104 .6%104 .6%104 .6% 1 ,3551 ,3551 ,3551 ,355 100 .5%100 .5%100 .5%100 .5%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 1,2011 ,2011 ,2011 ,201 1 ,3651 ,3651 ,3651 ,365 113 .6%113 .6%113 .6%113 .6% 1 ,3201 ,3201 ,3201 ,320 103 .4%103 .4%103 .4%103 .4%

北米北米北米北米 203203203203 254254254254 125 .0%125 .0%125 .0%125 .0% 211211211211 120 .4%120 .4%120 .4%120 .4%

欧州欧州欧州欧州 656656656656 696696696696 106 .1%106 .1%106 .1%106 .1% 703703703703 99 .0%99 .0%99 .0%99 .0%

アジアアジアアジアアジア 104104104104 127127127127 122 .3%122 .3%122 .3%122 .3% 115115115115 110 .4%110 .4%110 .4%110 .4%

中華圏中華圏中華圏中華圏 195195195195 240240240240 122 .9%122 .9%122 .9%122 .9% 248248248248 96 .6%96 .6%96 .6%96 .6%

貿易分貿易分貿易分貿易分 43434343 48484848 112 .1%112 .1%112 .1%112 .1% 43434343 112 .5%112 .5%112 .5%112 .5%

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 2,5032 ,5032 ,5032 ,503 2 ,7272 ,7272 ,7272 ,727 108 .9%108 .9%108 .9%108 .9% 2 ,6752 ,6752 ,6752 ,675 101 .9%101 .9%101 .9%101 .9%

営業利益営業利益営業利益営業利益 414414414414 419419419419 101 .2%101 .2%101 .2%101 .2% 420420420420 99 .8%99 .8%99 .8%99 .8%

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

IABIABIABIAB

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告

セグメントセグメントセグメントセグメント別情報別情報別情報別情報-制御機器事業制御機器事業制御機器事業制御機器事業

IABIABIABIAB：：：：インダストリアルインダストリアルインダストリアルインダストリアル・・・・オートメーションオートメーションオートメーションオートメーション・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネス

工場自動化用工場自動化用工場自動化用工場自動化用、、、、産業機器用産業機器用産業機器用産業機器用のののの制御制御制御制御システムシステムシステムシステム・・・・機器機器機器機器のののの製造製造製造製造・・・・販売販売販売販売

センシングセンシングセンシングセンシング機器機器機器機器 （（（（光電光電光電光電・・・・近接近接近接近接センサセンサセンサセンサ、、、、基板検査装置基板検査装置基板検査装置基板検査装置などなどなどなど））））
コントロールコントロールコントロールコントロール機器機器機器機器 （（（（PLCPLCPLCPLC、、、、温度温度温度温度調節器調節器調節器調節器、、、、リレーリレーリレーリレー、、、、タイマタイマタイマタイマなどなどなどなど））））
セーフティセーフティセーフティセーフティ機器機器機器機器 （（（（セーフティセンサセーフティセンサセーフティセンサセーフティセンサ、、、、セーフティスイッチセーフティスイッチセーフティスイッチセーフティスイッチなどなどなどなど））））

売上高売上高売上高売上高２２２２，，，，７２７７２７７２７７２７億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１５１５１５１５．．．．４４４４％％％％
国内計画国内計画国内計画国内計画どおりどおりどおりどおり、、、、北米堅調北米堅調北米堅調北米堅調、、、、中華圏中華圏中華圏中華圏はははは回復傾向回復傾向回復傾向回復傾向
売上高売上高売上高売上高２２２２，，，，７２７７２７７２７７２７億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１５１５１５１５．．．．４４４４％％％％
国内計画国内計画国内計画国内計画どおりどおりどおりどおり、、、、北米堅調北米堅調北米堅調北米堅調、、、、中華圏中華圏中華圏中華圏はははは回復傾向回復傾向回復傾向回復傾向

スマートセンサスマートセンサスマートセンサスマートセンサ

プログラマブルコントローラプログラマブルコントローラプログラマブルコントローラプログラマブルコントローラ

基板検査装置基板検査装置基板検査装置基板検査装置



14

2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 前期比前期比前期比前期比 2006200620062006年年年年 計画比計画比計画比計画比

3333月月月月 3333月月月月 増減増減増減増減 3333月月月月 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 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 518518518518 450450450450 86 .9%86 .9%86 .9%86 .9% 550550550550 81 .9%81 .9%81 .9%81 .9%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 493493493493 527527527527 106 .7%106 .7%106 .7%106 .7% 590590590590 89 .3%89 .3%89 .3%89 .3%

北米北米北米北米 95959595 99999999 104 .3%104 .3%104 .3%104 .3% 101101101101 98 .0%98 .0%98 .0%98 .0%

欧州欧州欧州欧州 120120120120 125125125125 104 .5%104 .5%104 .5%104 .5% 133133133133 94 .1%94 .1%94 .1%94 .1%

アジアアジアアジアアジア 56565656 63636363 112 .3%112 .3%112 .3%112 .3% 64646464 98 .0%98 .0%98 .0%98 .0%

中華圏中華圏中華圏中華圏 116116116116 145145145145 125 .7%125 .7%125 .7%125 .7% 185185185185 78 .5%78 .5%78 .5%78 .5%

貿易分貿易分貿易分貿易分 107107107107 95959595 88 .1%88 .1%88 .1%88 .1% 107107107107 88 .5%88 .5%88 .5%88 .5%

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 1,0111 ,0111 ,0111 ,011 977977977977 96 .6%96 .6%96 .6%96 .6% 1 ,1401 ,1401 ,1401 ,140 85 .7%85 .7%85 .7%85 .7%

営業利益営業利益営業利益営業利益 161161161161 112112112112 69 .7%69 .7%69 .7%69 .7% 160160160160 69 .9%69 .9%69 .9%69 .9%

家電家電家電家電、、、、通信機器通信機器通信機器通信機器、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話、、、、アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメント機器機器機器機器、、、、OAOAOAOA機器向機器向機器向機器向けのけのけのけの
電子部品電子部品電子部品電子部品のののの製造製造製造製造・・・・販売販売販売販売

リレーリレーリレーリレー、、、、スイッチスイッチスイッチスイッチ、、、、コネクタコネクタコネクタコネクタ、、、、センサーセンサーセンサーセンサー、、、、マイクロレンズマイクロレンズマイクロレンズマイクロレンズ・・・・アレイアレイアレイアレイ、、、、
カスタムカスタムカスタムカスタムICICICIC、、、、ICICICICコインコインコインコイン、、、、光通信光通信光通信光通信デバイスデバイスデバイスデバイスなどなどなどなど

ECBECBECBECB

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

セグメントセグメントセグメントセグメント別情報別情報別情報別情報----電子部品事業電子部品事業電子部品事業電子部品事業

ECBECBECBECB：：：：エレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス・・・・コンポーネンツコンポーネンツコンポーネンツコンポーネンツ・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネス

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告

売上高売上高売上高売上高９７７９７７９７７９７７億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１１１１１１１１．．．．５５５５％％％％
液晶液晶液晶液晶BLBLBLBL・・・・ｱﾐｭｰｽｱﾐｭｰｽｱﾐｭｰｽｱﾐｭｰｽﾞ゙゙゙ﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄ機器機器機器機器がががが苦戦苦戦苦戦苦戦、、、、海外海外海外海外もももも計画届計画届計画届計画届かずかずかずかず

売上高売上高売上高売上高９７７９７７９７７９７７億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１１１１１１１１．．．．５５５５％％％％
液晶液晶液晶液晶BLBLBLBL・・・・ｱﾐｭｰｽｱﾐｭｰｽｱﾐｭｰｽｱﾐｭｰｽﾞ゙゙゙ﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄ機器機器機器機器がががが苦戦苦戦苦戦苦戦、、、、海外海外海外海外もももも計画届計画届計画届計画届かずかずかずかず

液晶画面用液晶画面用液晶画面用液晶画面用バックライトバックライトバックライトバックライト
BBBB----MLAMLAMLAMLA

コネクタコネクタコネクタコネクタ

リレーリレーリレーリレー
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2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 前期比前期比前期比前期比 2006200620062006年年年年 計画比計画比計画比計画比

3333月月月月 3333月月月月 増減増減増減増減 3333月月月月 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 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 260260260260 272272272272 104 .8%104 .8%104 .8%104 .8% 280280280280 97 .3%97 .3%97 .3%97 .3%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 386386386386 504504504504 130 .6%130 .6%130 .6%130 .6% 440440440440 114 .4%114 .4%114 .4%114 .4%

北米北米北米北米 210210210210 288288288288 136 .9%136 .9%136 .9%136 .9% 244244244244 118 .1%118 .1%118 .1%118 .1%

欧州欧州欧州欧州 54545454 62626262 115 .7%115 .7%115 .7%115 .7% 64646464 97 .4%97 .4%97 .4%97 .4%

アジアアジアアジアアジア 119119119119 151151151151 127 .6%127 .6%127 .6%127 .6% 131131131131 115 .5%115 .5%115 .5%115 .5%

中華圏中華圏中華圏中華圏 0000 1111 ---- 1111 132 .0%132 .0%132 .0%132 .0%

貿易分貿易分貿易分貿易分 3333 0000 15 .7%15 .7%15 .7%15 .7% 0000 ----

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 646646646646 776776776776 120 .2%120 .2%120 .2%120 .2% 720720720720 107 .8%107 .8%107 .8%107 .8%

営業利益営業利益営業利益営業利益 -9-9-9-9 -20-20-20-20 ---- 25252525 ----

自動車搭載用電子部品自動車搭載用電子部品自動車搭載用電子部品自動車搭載用電子部品のののの製造製造製造製造・・・・販売販売販売販売

車載用車載用車載用車載用リレーリレーリレーリレー、、、、センサーセンサーセンサーセンサー、、、、レーザーレーダーレーザーレーダーレーザーレーダーレーザーレーダー、、、、パワーウインドースイッチパワーウインドースイッチパワーウインドースイッチパワーウインドースイッチ、、、、
キーレスリモートスイッチキーレスリモートスイッチキーレスリモートスイッチキーレスリモートスイッチ、、、、ECUECUECUECUなどなどなどなど

AECAECAECAEC

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

セグメントセグメントセグメントセグメント別情報別情報別情報別情報----車載電装品事業車載電装品事業車載電装品事業車載電装品事業

AEC:AEC:AEC:AEC:オートモーティブオートモーティブオートモーティブオートモーティブ・・・・エレクトロニックエレクトロニックエレクトロニックエレクトロニック・・・・コンポーネンツコンポーネンツコンポーネンツコンポーネンツ

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告

売上高売上高売上高売上高７７６７７６７７６７７６億円億円億円億円でででで、、、、前期比前期比前期比前期比２０２０２０２０％％％％増加増加増加増加するもするもするもするも
北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点ののののプロセスプロセスプロセスプロセス改善改善改善改善にににに伴伴伴伴うううう

経費増経費増経費増経費増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７７６７７６７７６７７６億円億円億円億円でででで、、、、前期比前期比前期比前期比２０２０２０２０％％％％増加増加増加増加するもするもするもするも
北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点ののののプロセスプロセスプロセスプロセス改善改善改善改善にににに伴伴伴伴うううう

経費増経費増経費増経費増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

レーザーレーダーレーザーレーダーレーザーレーダーレーザーレーダー

パワーウインドーパワーウインドーパワーウインドーパワーウインドースイッチスイッチスイッチスイッチ

車載用車載用車載用車載用プラグインプラグインプラグインプラグインリレーリレーリレーリレー
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2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 前期比前期比前期比前期比 2006200620062006年年年年 計画比計画比計画比計画比

3333月月月月 3333月月月月 増減増減増減増減 3333月月月月 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 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 1,0861 ,0861 ,0861 ,086 905905905905 83 .3%83 .3%83 .3%83 .3% 880880880880 102 .8%102 .8%102 .8%102 .8%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 66666666 13131313 20 .3%20 .3%20 .3%20 .3% 30303030 44 .5%44 .5%44 .5%44 .5%

北米北米北米北米 2222 2222 96 .4%96 .4%96 .4%96 .4% 9999 20 .6%20 .6%20 .6%20 .6%

欧州欧州欧州欧州 4444 0000 0 .0%0 .0%0 .0%0 .0% 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 60606060 11111111 19 .1%19 .1%19 .1%19 .1% 21212121 54 .4%54 .4%54 .4%54 .4%

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 1,1521 ,1521 ,1521 ,152 918918918918 79 .7%79 .7%79 .7%79 .7% 910910910910 100 .9%100 .9%100 .9%100 .9%

営業利益営業利益営業利益営業利益 64646464 44444444 68 .9%68 .9%68 .9%68 .9% 30303030 147 .8%147 .8%147 .8%147 .8%

＊＊＊＊注注注注）））） ２００５２００５２００５２００５年年年年３３３３月期月期月期月期のののの実績実績実績実績はははは、ＡＴＭ、ＡＴＭ、ＡＴＭ、ＡＴＭ等等等等のののの金融機器事業金融機器事業金融機器事業金融機器事業のののの上期上期上期上期(2004(2004(2004(2004年年年年9999月月月月までまでまでまで））））実績実績実績実績をををを含含含含むむむむ

駅務駅務駅務駅務・・・・交通分野交通分野交通分野交通分野へのへのへのへの機器機器機器機器////モジュールモジュールモジュールモジュールのののの製造製造製造製造・・・・販売販売販売販売およびおよびおよびおよび
ソリューションソリューションソリューションソリューション////サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供

自動改札機自動改札機自動改札機自動改札機、、、、券売機券売機券売機券売機、、、、精算機等精算機等精算機等精算機等のののの駅務機器駅務機器駅務機器駅務機器
信号制御信号制御信号制御信号制御、、、、道路管制機器等道路管制機器等道路管制機器等道路管制機器等のののの交通機器交通機器交通機器交通機器

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

SSBSSBSSBSSB

セグメントセグメントセグメントセグメント別情報別情報別情報別情報----公共公共公共公共システムシステムシステムシステム事業事業事業事業

SSB:SSB:SSB:SSB:ソーシアルソーシアルソーシアルソーシアル・・・・システムズシステムズシステムズシステムズ・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネス ＊＊＊＊

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告

売上高売上高売上高売上高９１８９１８９１８９１８億円億円億円億円 営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率４４４４．．．．８８８８％％％％
売上売上売上売上・・・・利益利益利益利益ともにともにともにともに計画計画計画計画をををを上回上回上回上回るるるる

売上高売上高売上高売上高９１８９１８９１８９１８億円億円億円億円 営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率４４４４．．．．８８８８％％％％
売上売上売上売上・・・・利益利益利益利益ともにともにともにともに計画計画計画計画をををを上回上回上回上回るるるる

交通交通交通交通////道路管理道路管理道路管理道路管理システムシステムシステムシステム

自動改札機自動改札機自動改札機自動改札機

自動精算機自動精算機自動精算機自動精算機
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2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 前期比前期比前期比前期比 2006200620062006年年年年 計画比計画比計画比計画比

3333月月月月 3333月月月月 増減増減増減増減 3333月月月月 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 ％％％％

国内売上高国内売上高国内売上高国内売上高 231231231231 303303303303 131 .6%131 .6%131 .6%131 .6% 250250250250 121 .3%121 .3%121 .3%121 .3%

海外売上高海外売上高海外売上高海外売上高 275275275275 308308308308 111 .7%111 .7%111 .7%111 .7% 290290290290 106 .1%106 .1%106 .1%106 .1%

北米北米北米北米 146146146146 154154154154 105 .6%105 .6%105 .6%105 .6% 150150150150 102 .7%102 .7%102 .7%102 .7%

欧州欧州欧州欧州 89898989 106106106106 119 .4%119 .4%119 .4%119 .4% 89898989 118 .9%118 .9%118 .9%118 .9%

アジアアジアアジアアジア 14141414 16161616 116 .3%116 .3%116 .3%116 .3% 15151515 108 .7%108 .7%108 .7%108 .7%

中華圏中華圏中華圏中華圏 26262626 29292929 114 .1%114 .1%114 .1%114 .1% 33333333 88 .1%88 .1%88 .1%88 .1%

貿易分貿易分貿易分貿易分 1111 2222 180 .8%180 .8%180 .8%180 .8% 3333 78 .3%78 .3%78 .3%78 .3%

売上総合計売上総合計売上総合計売上総合計 506506506506 611611611611 120 .8%120 .8%120 .8%120 .8% 540540540540 113 .1%113 .1%113 .1%113 .1%

営業利益営業利益営業利益営業利益 76767676 87878787 113 .5%113 .5%113 .5%113 .5% 85858585 101 .8%101 .8%101 .8%101 .8%

HCBHCBHCBHCB

家庭用家庭用家庭用家庭用およびおよびおよびおよび医療用健康機器医療用健康機器医療用健康機器医療用健康機器のののの製造製造製造製造・・・・販売販売販売販売

電子血圧計電子血圧計電子血圧計電子血圧計、、、、電子体温計電子体温計電子体温計電子体温計、、、、ネブライザーネブライザーネブライザーネブライザー、、、、歩数計歩数計歩数計歩数計、、、、体組成計体組成計体組成計体組成計（（（（体脂肪計体脂肪計体脂肪計体脂肪計）、）、）、）、
低周波治療機低周波治療機低周波治療機低周波治療機、、、、マッサージマッサージマッサージマッサージ機器機器機器機器

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

セグメントセグメントセグメントセグメント別情報別情報別情報別情報----健康機器事業健康機器事業健康機器事業健康機器事業

HCBHCBHCBHCB：：：：ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネス

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告

売上高売上高売上高売上高６１１６１１６１１６１１億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１４１４１４１４．．．．２２２２％％％％
前期比及前期比及前期比及前期比及びびびび計画比売上増加計画比売上増加計画比売上増加計画比売上増加のののの要因要因要因要因ははははＣＭＴＣＭＴＣＭＴＣＭＴ買収買収買収買収＊＊＊＊

売上高売上高売上高売上高６１１６１１６１１６１１億円億円億円億円、、、、営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率１４１４１４１４．．．．２２２２％％％％
前期比及前期比及前期比及前期比及びびびび計画比売上増加計画比売上増加計画比売上増加計画比売上増加のののの要因要因要因要因ははははＣＭＴＣＭＴＣＭＴＣＭＴ買収買収買収買収＊＊＊＊

＊＊＊＊注注注注）））） ２００６２００６２００６２００６年年年年３３３３月期月期月期月期のののの実績実績実績実績はははは、、、、ｺｰﾘﾝﾒﾃｺｰﾘﾝﾒﾃｺｰﾘﾝﾒﾃｺｰﾘﾝﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｶﾙﾃｸﾉﾛｼｨｶﾙﾃｸﾉﾛｼｨｶﾙﾃｸﾉﾛｼｨｶﾙﾃｸﾉﾛｼﾞ゙゙゙ｰーーー（（（（CMTCMTCMTCMT））））実績実績実績実績（（（（05050505年年年年7777月月月月～～～～06060606年年年年3333月月月月 9999ヶヶヶヶ月間月間月間月間））））をををを含含含含むむむむ

血圧計血圧計血圧計血圧計

体組成計体組成計体組成計体組成計（（（（カラダスキャンカラダスキャンカラダスキャンカラダスキャン））））

携帯型心電計携帯型心電計携帯型心電計携帯型心電計
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連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

全社全社全社全社　　　　BBBB////SSSS 2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期

総資産総資産総資産総資産 5,9235,9235,9235,923 5,8545,8545,8545,854 5,8915,8915,8915,891

現預金現預金現預金現預金 951951951951 806806806806 523523523523

売上債権売上債権売上債権売上債権 1,2211,2211,2211,221 1,2171,2171,2171,217 1,3631,3631,3631,363

在庫在庫在庫在庫 703703703703 686686686686 750750750750

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 288288288288 250250250250 288288288288

固定資産固定資産固定資産固定資産 2,7602,7602,7602,760 2,8952,8952,8952,895 2,9672,9672,9672,967

総負債総負債総負債総負債 3,1763,1763,1763,176 2,7962,7962,7962,796 2,2622,2622,2622,262

短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金 455455455455 229229229229 28282828

長期借入金長期借入金長期借入金長期借入金 112112112112 18181818 10101010

そのそのそのその他負債他負債他負債他負債 2,6092,6092,6092,609 2,5492,5492,5492,549 2,2242,2242,2242,224

資本資本資本資本 2,7472,7472,7472,747 3,0583,0583,0583,058 3,6293,6293,6293,629

2005200520052005年年年年3333月期月期月期月期2004200420042004年年年年3333月期月期月期月期

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告

代行返上代行返上代行返上代行返上によりによりによりにより、、、、そのそのそのその他負債他負債他負債他負債（（（（退職給付債務含退職給付債務含退職給付債務含退職給付債務含むむむむ））））のののの大幅減大幅減大幅減大幅減、、、、およびおよびおよびおよび株主資本株主資本株主資本株主資本のののの増加増加増加増加

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５２５２５２５２．．．．２２２２％％％％からからからから６１６１６１６１．．．．６６６６％％％％へへへへ上昇上昇上昇上昇
代行返上代行返上代行返上代行返上によりによりによりにより、、、、そのそのそのその他負債他負債他負債他負債（（（（退職給付債務含退職給付債務含退職給付債務含退職給付債務含むむむむ））））のののの大幅減大幅減大幅減大幅減、、、、およびおよびおよびおよび株主資本株主資本株主資本株主資本のののの増加増加増加増加

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５２５２５２５２．．．．２２２２％％％％からからからから６１６１６１６１．．．．６６６６％％％％へへへへ上昇上昇上昇上昇
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2004200420042004年年年年3333月期月期月期月期 2005200520052005年年年年3333月期月期月期月期 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Ｃ／ＦＣ／ＦＣ／ＦＣ／Ｆ 807807807807 611611611611 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Ｃ／ＦＣ／ＦＣ／ＦＣ／Ｆ ▲345▲345▲345▲345 ▲361▲361▲361▲361 ▲430▲430▲430▲430

ＦＣＦＦＣＦＦＣＦＦＣＦ 462462462462 250250250250 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Ｃ／ＦＣ／ＦＣ／ＦＣ／Ｆ ▲281▲281▲281▲281 ▲407▲407▲407▲407 ▲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 ▲29▲29▲29▲29 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 151151151151 ▲144▲144▲144▲144 ▲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 951951951951 806806806806 523523523523

2006200620062006年年年年3333月期月期月期月期
決算報告決算報告決算報告決算報告 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

（（（（単位単位単位単位：：：：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やややや事業買収事業買収事業買収事業買収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アウトキャッシュアウトキャッシュアウトキャッシュアウトはははは対前期比対前期比対前期比対前期比６９６９６９６９億円億円億円億円のののの増加増加増加増加

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やややや事業買収事業買収事業買収事業買収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アウトキャッシュアウトキャッシュアウトキャッシュアウトはははは対前期比対前期比対前期比対前期比６９６９６９６９億円億円億円億円のののの増加増加増加増加
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３３３３．．．．２００７２００７２００７２００７年年年年３３３３月期月期月期月期 事業計画事業計画事業計画事業計画

2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画
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2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期 経営方針経営方針経営方針経営方針
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

「「「「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」」」」
～～～～ 2008200820082008年年年年3333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るるるる ～～～～

0606060606060606年度方針年度方針年度方針年度方針年度方針年度方針年度方針年度方針

●●●● 2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期ははははｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾞ゙゙゙ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｻｻｻｻﾞ゙゙゙ｲﾝｲﾝｲﾝｲﾝ2010201020102010（（（（GD2010GD2010GD2010GD2010））））＊＊＊＊

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目標実現目標実現目標実現目標実現へへへへ向向向向けたけたけたけた
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

●●●● 代行返上益代行返上益代行返上益代行返上益インパクトインパクトインパクトインパクトをををを吸収吸収吸収吸収しししし増益増益増益増益のののの
確保確保確保確保をををを前提前提前提前提ににににGD2010GD2010GD2010GD2010目標達成目標達成目標達成目標達成にににに
必要必要必要必要なななな投資投資投資投資をををを着実着実着実着実にににに実行実行実行実行

2008200820082008年年年年3333月期業績月期業績月期業績月期業績シナリオシナリオシナリオシナリオ 売上高売上高売上高売上高 ７７７７,,,,５００５００５００５００億円以上億円以上億円以上億円以上 営業利益営業利益営業利益営業利益 ７５０７５０７５０７５０億円以上億円以上億円以上億円以上

基本基本基本基本スタンススタンススタンススタンス基本基本基本基本スタンススタンススタンススタンス

＊ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ２０１０（GD２０１０）・・・2001年4月～2011年3月までの10年間の長期経営ビジョン
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ＧＤＧＤＧＤＧＤ２０１０２０１０２０１０２０１０ 第第第第２２２２ステージシナリオステージシナリオステージシナリオステージシナリオ達成達成達成達成へのへのへのへの

成長投資項目成長投資項目成長投資項目成長投資項目

①①①①第第第第３３３３ステージステージステージステージ以降以降以降以降のののの成長成長成長成長のためののためののためののためのインフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備

・・・・ＨＣＢ：ＣＭＴＨＣＢ：ＣＭＴＨＣＢ：ＣＭＴＨＣＢ：ＣＭＴのののの統合費用統合費用統合費用統合費用などなどなどなど

②②②②構造改革構造改革構造改革構造改革（（（（生産等生産等生産等生産等））））伴伴伴伴うううう一時的一時的一時的一時的コストコストコストコスト

・・・・ＩＡＢＩＡＢＩＡＢＩＡＢほかほかほかほか生産構造改革生産構造改革生産構造改革生産構造改革、、、、拠点整備拠点整備拠点整備拠点整備などなどなどなど

GD2010GD2010GD2010GD2010 第第第第2222ステージステージステージステージのののの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
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

2004/32004/32004/32004/32004/32004/32004/32004/3
（（（（実績実績実績実績））））（（（（実績実績実績実績））））

2005/32005/32005/32005/32005/32005/32005/32005/3
（（（（実績実績実績実績））））（（（（実績実績実績実績））））

2006/32006/32006/32006/32006/32006/32006/32006/3
（（（（実績実績実績実績））））（（（（実績実績実績実績））））

2007/32007/32007/32007/32007/32007/32007/32007/3
（（（（計画計画計画計画））））（（（（計画計画計画計画））））

2008/32008/32008/32008/32008/32008/32008/32008/3
（（（（シナリオシナリオシナリオシナリオ））））（（（（シナリオシナリオシナリオシナリオ））））

７５０７５０７５０７５０７５０７５０７５０７５０
営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

５１４５１４５１４５１４５１４５１４５１４５１４

５６１５６１５６１５６１５６１５６１５６１５６１

６２１６２１６２１６２１６２１６２１６２１６２１

GD2010 GD2010 GD2010 GD2010 第第第第2222ステージステージステージステージ最終年度最終年度最終年度最終年度にににに向向向向けけけけ、、、、一時的一時的一時的一時的なななな構造改革費用構造改革費用構造改革費用構造改革費用をををを含含含含むむむむ
成長投資成長投資成長投資成長投資をををを継続継続継続継続するためするためするためするため、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益のののの伸伸伸伸びがびがびがびが一時的一時的一時的一時的にににに減速減速減速減速

６３０６３０６３０６３０６３０６３０６３０６３０

【【【【【【【【単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円】】】】】】】】

ＧＤＧＤＧＤＧＤ２０１０２０１０２０１０２０１０ＧＤＧＤＧＤＧＤ２０１０２０１０２０１０２０１０
第第第第２２２２ステージシナリオステージシナリオステージシナリオステージシナリオ第第第第２２２２ステージシナリオステージシナリオステージシナリオステージシナリオ

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに必要必要必要必要なななな投資投資投資投資をををを
着実着実着実着実にににに実行実行実行実行！！！！

約約約約５０５０５０５０
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前提前提前提前提とするとするとするとする環境認識環境認識環境認識環境認識
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

IABIABIABIAB

HCBHCBHCBHCB

SSBSSBSSBSSB

AECAECAECAEC

ECBECBECBECB

事業環境認識事業環境認識事業環境認識事業環境認識

・・・・自動車業界自動車業界自動車業界自動車業界のののの投資意欲投資意欲投資意欲投資意欲にににに大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化なしなしなしなし。ＩＴ。ＩＴ。ＩＴ。ＩＴ関連業界関連業界関連業界関連業界もももも成長投資成長投資成長投資成長投資をををを引引引引きききき続続続続きききき期待期待期待期待。。。。

・・・・既存設備既存設備既存設備既存設備のののの高度化高度化高度化高度化をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした投資投資投資投資がががが増加増加増加増加。。。。品質品質品質品質・・・・安全安全安全安全・・・・環境関連環境関連環境関連環境関連でででで成長期待成長期待成長期待成長期待。。。。

・・・・産業用部品市場産業用部品市場産業用部品市場産業用部品市場はははは全般的全般的全般的全般的にににに強含強含強含強含みみみみ、、、、業務民生用業務民生用業務民生用業務民生用ではではではでは、、、、薄型薄型薄型薄型ＴＶＴＶＴＶＴＶのののの伸伸伸伸びをびをびをびを見込見込見込見込むむむむ。。。。

・・・・通信通信通信通信はははは欧米欧米欧米欧米でででで堅調堅調堅調堅調、、、、携帯電話関連携帯電話関連携帯電話関連携帯電話関連はははは中国市場中国市場中国市場中国市場のののの伸伸伸伸びびびび、、、、国内国内国内国内のののの地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタルなどなどなどなど活性化活性化活性化活性化。。。。

・・・・世界的世界的世界的世界的にににに自動車自動車自動車自動車のののの生産台数生産台数生産台数生産台数はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向。。。。電装化率電装化率電装化率電装化率のののの高高高高まりによりまりによりまりによりまりにより成長成長成長成長をををを期待期待期待期待。。。。

・・・・安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全ををををキーワードキーワードキーワードキーワードににににモジュールビジネスモジュールビジネスモジュールビジネスモジュールビジネスのののの成長成長成長成長をををを期待期待期待期待。。。。

・・・・駅務機器駅務機器駅務機器駅務機器ではではではでは、、、、関東関東関東関東ののののＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカード共通化共通化共通化共通化ががががピークピークピークピークでででで売上成長売上成長売上成長売上成長をををを見込見込見込見込むむむむ。。。。

・・・・セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ関連関連関連関連などなどなどなど、、、、新規新規新規新規ビジネスビジネスビジネスビジネス領域領域領域領域のののの拡大拡大拡大拡大をををを期待期待期待期待。。。。

・・・・国内国内国内国内・・・・欧州欧州欧州欧州・・・・中国中国中国中国でのでのでのでの血圧計血圧計血圧計血圧計のののの大幅大幅大幅大幅なななな伸伸伸伸びをびをびをびを期待期待期待期待。。。。

・・・・体組成計体組成計体組成計体組成計はははは大幅大幅大幅大幅なななな伸伸伸伸びびびび、、、、新規新規新規新規カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ（（（（心電計心電計心電計心電計などなどなどなど））））のののの成長成長成長成長をををを期待期待期待期待。。。。
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2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 200200200200７７７７年年年年 前期比前期比前期比前期比

3333月期月期月期月期 3333月期月期月期月期 3333月期月期月期月期 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 ％％％％

売上高売上高売上高売上高 6,0866 ,0866 ,0866 ,086 6 ,2686 ,2686 ,2686 ,268 7 ,0007 ,0007 ,0007 ,000 111 .7%111 .7%111 .7%111 .7%

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 2,4982 ,4982 ,4982 ,498 2 ,5342 ,5342 ,5342 ,534 2 ,8202 ,8202 ,8202 ,820 111 .3%111 .3%111 .3%111 .3%

販管費販管費販管費販管費 1,4421 ,4421 ,4421 ,442 1 ,5271 ,5271 ,5271 ,527 1 ,6351 ,6351 ,6351 ,635 107 .1%107 .1%107 .1%107 .1%

R&DR&DR&DR&D費費費費 494494494494 505505505505 555555555555 109 .9%109 .9%109 .9%109 .9%

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 561561561561 621621621621 630630630630 101 .4%101 .4%101 .4%101 .4%

営業外損益営業外損益営業外損益営業外損益 36363636 -22-22-22-22 -20-20-20-20 90 .9%90 .9%90 .9%90 .9%

税前利益税前利益税前利益税前利益 525525525525 644644644644 650650650650 101 .0%101 .0%101 .0%101 .0%

当期利益当期利益当期利益当期利益 302302302302 358358358358 375375375375 104 .9%104 .9%104 .9%104 .9%

ROEROEROEROE 10 .4%10 .4%10 .4%10 .4% 10 .7%10 .7%10 .7%10 .7% 11 .0%11 .0%11 .0%11 .0% +0 .3+0 .3+0 .3+0 .3

 USD USD USD USD 107.3107.3107.3107.3 113.4113.4113.4113.4 110110110110 -3.4-3.4-3.4-3.4
 EUR EUR EUR EUR 135.0135.0135.0135.0 138.2138.2138.2138.2 135135135135 -3.2-3.2-3.2-3.2

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画 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のののの計画計画計画計画

５５５５期連続期連続期連続期連続のののの増収増益増収増益増収増益増収増益によりによりによりにより、、、、過去最高売上過去最高売上過去最高売上過去最高売上・・・・利益利益利益利益のののの更新更新更新更新をををを目指目指目指目指しししし、、、、

２００８２００８２００８２００８年年年年３３３３月期月期月期月期ののののＰＬＰＬＰＬＰＬ計画達成計画達成計画達成計画達成にににに向向向向けたけたけたけた成長投資成長投資成長投資成長投資にににに重点重点重点重点をををを置置置置くくくく

為替為替為替為替レートレートレートレート

＊＊＊＊

＊＊＊＊営業外営業外営業外営業外 ：：：： ①①①①退職給付信託設定退職給付信託設定退職給付信託設定退職給付信託設定にににに係係係係るるるる益益益益（（（（１０１１０１１０１１０１億円億円億円億円））））→→→→次次次次ページページページページでででで詳細説明詳細説明詳細説明詳細説明、、、、②②②②東京本社売却東京本社売却東京本社売却東京本社売却にににに係係係係るるるる費用費用費用費用をををを含含含含むむむむ。。。。

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 （（（（２２２２件件件件））））のののの数値数値数値数値はははは含含含含まずまずまずまず。。。。
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2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画 連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表のののの変化変化変化変化のののの見通見通見通見通しししし

退職給付信託設定退職給付信託設定退職給付信託設定退職給付信託設定によりによりによりにより保有株式保有株式保有株式保有株式ををををオフバランスオフバランスオフバランスオフバランス

グループグループグループグループ総資産総資産総資産総資産のののの圧縮圧縮圧縮圧縮によるによるによるによるＢ／ＳＢ／ＳＢ／ＳＢ／Ｓのののの改善改善改善改善とととと、、、、年金積立不足年金積立不足年金積立不足年金積立不足をををを圧縮圧縮圧縮圧縮

未認識債務未認識債務未認識債務未認識債務

資本資本資本資本

未認識債務未認識債務未認識債務未認識債務

FROMFROMFROMFROM ＜＜＜＜設定前設定前設定前設定前＞＞＞＞

退職給付信託退職給付信託退職給付信託退職給付信託
１６０１６０１６０１６０億円億円億円億円

TOTOTOTO ＜＜＜＜設定後設定後設定後設定後＞＞＞＞全社全社全社全社Ｂ／ＳＢ／ＳＢ／ＳＢ／Ｓ

年金年金年金年金Ｂ／ＳＢ／ＳＢ／ＳＢ／Ｓ

資産資産資産資産

負債負債負債負債
投資有価証券投資有価証券投資有価証券投資有価証券

資産資産資産資産 資本資本資本資本

負債負債負債負債

退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金 ５１０５１０５１０５１０億円億円億円億円

総
資
産

総
資
産

総
資
産

総
資
産

総
資
産

総
資
産

総
資
産

総
資
産

１６０１６０１６０１６０億円分億円分億円分億円分をををを拠出拠出拠出拠出

圧縮圧縮圧縮圧縮圧縮圧縮圧縮圧縮圧縮圧縮圧縮圧縮

退職給付債務退職給付債務退職給付債務退職給付債務
１１１１，，，，５４５５４５５４５５４５億円億円億円億円

年金資産年金資産年金資産年金資産
８９３８９３８９３８９３億円億円億円億円

退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金
６２７６２７６２７６２７億円億円億円億円 退職給付債務退職給付債務退職給付債務退職給付債務

１１１１，，，，５４５５４５５４５５４５億円億円億円億円

年金資産年金資産年金資産年金資産
８９３８９３８９３８９３億円億円億円億円

退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金
６７０６７０６７０６７０億円億円億円億円

退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金退職給付引当金 ４６７４６７４６７４６７億円億円億円億円

（（（（※※※※）））） 基金制度未加入基金制度未加入基金制度未加入基金制度未加入のののの連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社のののの影響等影響等影響等影響等をををを除除除除くくくく

積立不足積立不足積立不足積立不足
４９２４９２４９２４９２億円億円億円億円

▲▲▲▲４３４３４３４３億円億円億円億円
（（（（※※※※））））

▲▲▲▲４３４３４３４３億円億円億円億円
（（（（※※※※））））

積立不足積立不足積立不足積立不足
６５２６５２６５２６５２億円億円億円億円
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設備投資設備投資設備投資設備投資・・・・減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費のののの計画計画計画計画
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

ＩＡＢＩＡＢＩＡＢＩＡＢをををを含含含含めためためためた主力事業主力事業主力事業主力事業のののの強化強化強化強化をををを図図図図るるるる

成長領域成長領域成長領域成長領域のののの多多多多いいいいＥＣＢＥＣＢＥＣＢＥＣＢへへへへ成長投資成長投資成長投資成長投資

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

05050505年年年年3333月期月期月期月期 06060606年年年年3333月期月期月期月期 07070707年年年年3333月期計画月期計画月期計画月期計画

IABIABIABIAB 88888888 102102102102 110110110110
ECBECBECBECB 91919191 72727272 120120120120
AECAECAECAEC 76767676 119119119119 90909090
SSBSSBSSBSSB 41414141 43434343 40404040
HCBHCBHCBHCB 21212121 15151515 20202020

そのそのそのその他他他他・・・・本社機構本社機構本社機構本社機構 58585858 60606060 70707070

設備投資合計設備投資合計設備投資合計設備投資合計 374374374374 411411411411 450450450450

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費 286286286286 308308308308 330330330330
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（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 2007200720072007年年年年 前期比前期比前期比前期比

3333月期月期月期月期 3333月期月期月期月期 3333月期月期月期月期 増減増減増減増減

エリアエリアエリアエリア別別別別 実績実績実績実績 実績実績実績実績 計画計画計画計画 ％％％％

国内国内国内国内 3,6613 ,6613 ,6613 ,661 3 ,5493 ,5493 ,5493 ,549 3 ,7653 ,7653 ,7653 ,765 106 .1%106 .1%106 .1%106 .1%

海外海外海外海外******** 2 ,4252 ,4252 ,4252 ,425 2 ,7192 ,7192 ,7192 ,719 3 ,2353 ,2353 ,2353 ,235 119 .0%119 .0%119 .0%119 .0%

合計合計合計合計 6,0866 ,0866 ,0866 ,086 6 ,2686 ,2686 ,2686 ,268 7 ,0007 ,0007 ,0007 ,000 111 .7%111 .7%111 .7%111 .7%

カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー別別別別 実績実績実績実績 実績実績実績実績 計画計画計画計画 ％％％％

IABIABIABIAB 2 ,5032 ,5032 ,5032 ,503 2 ,7272 ,7272 ,7272 ,727 2 ,9802 ,9802 ,9802 ,980 109 .3%109 .3%109 .3%109 .3%

ECBECBECBECB 1,0111 ,0111 ,0111 ,011 977977977977 1 ,2151 ,2151 ,2151 ,215 124 .4%124 .4%124 .4%124 .4%

AECAECAECAEC 646646646646 776776776776 910910910910 117 .3%117 .3%117 .3%117 .3%

SSBSSBSSBSSB 1,1521 ,1521 ,1521 ,152 918918918918 990990990990 107 .8%107 .8%107 .8%107 .8%

HCBHCBHCBHCB 506506506506 611611611611 665665665665 108 .9%108 .9%108 .9%108 .9%

そのそのそのその他他他他 268268268268 259259259259 240240240240 92 .5%92 .5%92 .5%92 .5%

合計合計合計合計 6,0866 ,0866 ,0866 ,086 6 ,2686 ,2686 ,2686 ,268 7 ,0007 ,0007 ,0007 ,000 111 .7%111 .7%111 .7%111 .7%

**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

連結売上高計画連結売上高計画連結売上高計画連結売上高計画（（（（地域別地域別地域別地域別、、、、事業別事業別事業別事業別））））
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

成長率成長率成長率成長率はははは１１２１１２１１２１１２％（％（％（％（国内国内国内国内１０６１０６１０６１０６％、％、％、％、海外海外海外海外１１９１１９１１９１１９％）％）％）％）

セグメントセグメントセグメントセグメントではではではでは、、、、ECBECBECBECB、、、、AECAECAECAECでででで１０１０１０１０％％％％以上以上以上以上のののの成長成長成長成長をををを見込見込見込見込むむむむ
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（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年 2007200720072007年年年年 前期比前期比前期比前期比

3333月期月期月期月期 3333月期月期月期月期 3333月期月期月期月期 増減増減増減増減

カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー別別別別 実績実績実績実績 実績実績実績実績 計画計画計画計画 ％％％％

IABIABIABIAB 414414414414 419419419419 480480480480 114 .5%114 .5%114 .5%114 .5%

ECBECBECBECB 161161161161 112112112112 145145145145 129 .6%129 .6%129 .6%129 .6%

AECAECAECAEC -9-9-9-9 -20-20-20-20 30303030 ----

SSBSSBSSBSSB 64646464 44444444 60606060 135 .3%135 .3%135 .3%135 .3%

HCBHCBHCBHCB 76767676 87878787 85858585 98 .2%98 .2%98 .2%98 .2%

そのそのそのその他他他他 38383838 17171717 5555 29 .9%29 .9%29 .9%29 .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 -184-184-184-184 -157-157-157-157 -175-175-175-175 111 .4%111 .4%111 .4%111 .4%

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

合計合計合計合計 561561561561 621621621621 630630630630 101 .4%101 .4%101 .4%101 .4%

連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益のののの計画計画計画計画（（（（セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別））））
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

ＩＡＢＩＡＢＩＡＢＩＡＢはははは堅調堅調堅調堅調をををを維持維持維持維持しししし、ＥＣＢ、ＡＥＣ、ＥＣＢ、ＡＥＣ、ＥＣＢ、ＡＥＣ、ＥＣＢ、ＡＥＣはははは収益収益収益収益をををを回復回復回復回復

過去最高益過去最高益過去最高益過去最高益のののの更新更新更新更新をををを目指目指目指目指すすすす
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売上成長売上成長売上成長売上成長のののの詳細詳細詳細詳細((((セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別））））
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

2006/3 2007/3

６６６６，，，，２６８２６８２６８２６８６６６６，，，，２６８２６８２６８２６８

＋＋＋＋＋＋＋＋７２７２７２７２７２７２７２７２

＋＋＋＋＋＋＋＋５４５４５４５４５４５４５４５４
▲▲▲▲▲▲▲▲１９１９１９１９１９１９１９１９

ＩＡＢＩＡＢＩＡＢＩＡＢ
＋＋＋＋９９９９％％％％

ＥＣＢＥＣＢＥＣＢＥＣＢ
＋＋＋＋２４２４２４２４％％％％

ＳＳＢＳＳＢＳＳＢＳＳＢ
＋＋＋＋８８８８％％％％

HCBHCBHCBHCB
＋＋＋＋９９９９％％％％ そのそのそのその他他他他

＋＋＋＋７３２７３２７３２７３２＋＋＋＋７３２７３２７３２７３２

７７７７,,,,００００００００００００

＋＋＋＋＋＋＋＋２５３２５３２５３２５３２５３２５３２５３２５３

＋＋＋＋＋＋＋＋２３８２３８２３８２３８２３８２３８２３８２３８

＋＋＋＋＋＋＋＋１３４１３４１３４１３４１３４１３４１３４１３４

ＡＥＣＡＥＣＡＥＣＡＥＣ
＋＋＋＋１７１７１７１７％％％％

【【【【単位単位単位単位：：：：億億億億円円円円】】】】

＋＋＋＋１２１２１２１２％％％％

７７７７,,,,５００５００５００５００

各セグメントで積極的な売上成長を計画
2008/3期目標の７，５００億円を射程距離に

＊＊＊＊０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期にににに実施実施実施実施するするするする

Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡののののＰＬＰＬＰＬＰＬ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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セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別のののの売上成長売上成長売上成長売上成長
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

IABIABIABIAB

HCBHCBHCBHCB

SSBSSBSSBSSB

AECAECAECAEC

ECBECBECBECB

セグメントセグメントセグメントセグメント

・提案型営業力提案型営業力提案型営業力提案型営業力のののの強化強化強化強化。。。。特特特特ににににＡＯＩ（ＡＯＩ（ＡＯＩ（ＡＯＩ（基板検査装置基板検査装置基板検査装置基板検査装置））））事業事業事業事業、、、、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事業事業事業事業、、、、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
センサセンサセンサセンサ事業事業事業事業にににに注力注力注力注力。。。。地域地域地域地域ではではではでは、、、、特特特特にににに中国中国中国中国でのでのでのでの本格成長本格成長本格成長本格成長をををを見込見込見込見込むむむむ。。。。

・・・・高高高高いいいい成長成長成長成長がががが期待期待期待期待できるできるできるできる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、、、、小型小型小型小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にににに注力注力注力注力。。。。

・・・・アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメントののののシステムシステムシステムシステム、、、、コンポコンポコンポコンポ事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大にににに期待期待期待期待。。。。

・・・・安全安全安全安全にににに視点視点視点視点をををを置置置置いたいたいたいた新規領域新規領域新規領域新規領域のののの商品商品商品商品にににに注力注力注力注力。。。。好調好調好調好調なななな事業環境事業環境事業環境事業環境をををを背景背景背景背景ににににコンポコンポコンポコンポのののの伸伸伸伸びにもびにもびにもびにも期待期待期待期待。。。。

・・・・新新新新たにたにたにたに生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点をををを設立設立設立設立したしたしたした中国中国中国中国でのでのでのでの売上成長売上成長売上成長売上成長にににに期待期待期待期待。。。。

・・・・駅務機器分野駅務機器分野駅務機器分野駅務機器分野でででで関東関東関東関東ＩＣＩＣＩＣＩＣ化化化化ののののピークピークピークピークとなるとなるとなるとなる年年年年。。。。機器機器機器機器のののの更新更新更新更新・・・・改造改造改造改造、、、、ソフトソフトソフトソフトのののの変更等売上増変更等売上増変更等売上増変更等売上増をををを見込見込見込見込むむむむ。。。。

・・・・新規領域新規領域新規領域新規領域としてとしてとしてとしてセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ分野分野分野分野のののの事業事業事業事業にににに注力注力注力注力。。。。

・・・・生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの予防予防予防予防とととと早期発見早期発見早期発見早期発見ををををミッションミッションミッションミッションとしとしとしとし、、、、高血圧高血圧高血圧高血圧やややや肥満肥満肥満肥満のののの予防医療事業予防医療事業予防医療事業予防医療事業へへへへ注力注力注力注力。。。。

・・・・エリアエリアエリアエリアではではではでは、、、、中国中国中国中国、、、、ロシアロシアロシアロシアにににに注力注力注力注力。。。。 血圧計血圧計血圧計血圧計はははは日本日本日本日本、、、、欧州欧州欧州欧州、、、、中国中国中国中国でででで大幅大幅大幅大幅なななな伸伸伸伸びをびをびをびを期待期待期待期待。。。。
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営業利益増加営業利益増加営業利益増加営業利益増加のののの詳細詳細詳細詳細((((セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別））））
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

【【【【単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円】】】】

代行返上代行返上代行返上代行返上

▲▲▲▲１１９１１９１１９１１９

７５０７５０７５０７５０

08/308/308/308/3期期期期

＋＋＋＋６１６１６１６１

ＩＡＢＩＡＢＩＡＢＩＡＢ
＋＋＋＋15151515％％％％

06/306/306/306/3期期期期

６３０６３０６３０６３０

07/307/307/307/3期期期期

営業利益営業利益営業利益営業利益
＋＋＋＋１２０１２０１２０１２０億億億億

売上高
６，２６８

売上高売上高売上高売上高
７７７７，，，，００００００００００００

売上高売上高売上高売上高
７７７７，，，，５００５００５００５００

６２１６２１６２１６２１

ＩＡＢ、ＥＣＢ、ＡＥＣＩＡＢ、ＥＣＢ、ＡＥＣＩＡＢ、ＥＣＢ、ＡＥＣＩＡＢ、ＥＣＢ、ＡＥＣでででで大幅増大幅増大幅増大幅増
08/308/308/308/3期期期期のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに必要必要必要必要なななな投資投資投資投資のののの実行実行実行実行かつかつかつかつ増益確保増益確保増益確保増益確保

＋＋＋＋３３３３３３３３

ＥＣＢＥＣＢＥＣＢＥＣＢ
＋＋＋＋30303030％％％％

＋＋＋＋５０５０５０５０

ＡＥＣＡＥＣＡＥＣＡＥＣ
黒字黒字黒字黒字

＋＋＋＋１６１６１６１６

ＳＳＢＳＳＢＳＳＢＳＳＢ
＋＋＋＋35%35%35%35%

▲▲▲▲２２２２

ＨＣＢＨＣＢＨＣＢＨＣＢ
▲▲▲▲2222％％％％

▲▲▲▲１２１２１２１２

そのそのそのその他他他他
▲▲▲▲７０７０７０７０％％％％

▲▲▲▲１８１８１８１８

本社費本社費本社費本社費
消去消去消去消去

営業利益営業利益営業利益営業利益
＋＋＋＋９９９９億億億億

＊＊＊＊０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期にににに実施実施実施実施するするするする

Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡののののＰＬＰＬＰＬＰＬ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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営業利益増加営業利益増加営業利益増加営業利益増加のののの詳細詳細詳細詳細（（（（項目別項目別項目別項目別））））
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

【【【【単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円】】】】

代行返上代行返上代行返上代行返上

▲▲▲▲１１９１１９１１９１１９

７５０７５０７５０７５０

08/308/308/308/3期期期期

＋＋＋＋４１８４１８４１８４１８

売上増での
付加価値増

▲▲▲▲１０４１０４１０４１０４

販管費増販管費増販管費増販管費増

06/306/306/306/3期期期期

６３０６３０６３０６３０

07/307/307/307/3期期期期

▲▲▲▲２７２７２７２７

▲▲▲▲７０７０７０７０売上高
６，２６８

売上高売上高売上高売上高
７７７７，，，，００００００００００００

売上高売上高売上高売上高
７７７７，，，，５００５００５００５００

６２１６２１６２１６２１

付加価値率付加価値率付加価値率付加価値率ダウンダウンダウンダウン

製造固定費増製造固定費増製造固定費増製造固定費増

研究開発増研究開発増研究開発増研究開発増

▲▲▲▲３４３４３４３４

成長成長成長成長へへへへ向向向向けたけたけたけた投資投資投資投資のためのためのためのため 販管費販管費販管費販管費／／／／研究費研究費研究費研究費をををを大幅増大幅増大幅増大幅増

▲▲▲▲５４５４５４５４

成長投資成長投資成長投資成長投資

～～～～
～～～～

～～～～
～～～～

～～～～
～～～～

～～～～
～～～～

＊Ｐ／Ｌ数値から成長投資分を控除

ＧＤＧＤＧＤＧＤ２０１０２０１０２０１０２０１０ 第第第第２２２２ステージシナリオステージシナリオステージシナリオステージシナリオ達成達成達成達成へのへのへのへの

成長投資項目成長投資項目成長投資項目成長投資項目

①①①①第第第第３３３３ステージステージステージステージ以降以降以降以降のののの成長成長成長成長のためののためののためののためのインフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備

・・・・ＨＣＢ：ＣＭＴＨＣＢ：ＣＭＴＨＣＢ：ＣＭＴＨＣＢ：ＣＭＴのののの統合費用統合費用統合費用統合費用などなどなどなど

②②②②構造改革構造改革構造改革構造改革（（（（生産等生産等生産等生産等））））伴伴伴伴うううう一時的一時的一時的一時的コストコストコストコスト

・・・・ＩＡＢＩＡＢＩＡＢＩＡＢほかほかほかほか生産構造改革生産構造改革生産構造改革生産構造改革、、、、拠点整備拠点整備拠点整備拠点整備などなどなどなど
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積極的積極的積極的積極的にににに成長投資成長投資成長投資成長投資（（（（セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別））））
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期

事業計画事業計画事業計画事業計画

IABIABIABIAB

HCBHCBHCBHCB

SSBSSBSSBSSB

AECAECAECAEC

ECBECBECBECB

セグメントセグメントセグメントセグメント

・・・・構造改革構造改革構造改革構造改革（（（（生産統合生産統合生産統合生産統合））））にににに係係係係るるるる一時的費用一時的費用一時的費用一時的費用、、、、ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾞ゙゙゙ﾙｻｰﾋﾙｻｰﾋﾙｻｰﾋﾙｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｾﾝﾀｽｾﾝﾀｽｾﾝﾀｽｾﾝﾀ設立設立設立設立などなどなどなど

・・・・成長事業成長事業成長事業成長事業 （ＰＬＣ、ＡＯＩ、（ＰＬＣ、ＡＯＩ、（ＰＬＣ、ＡＯＩ、（ＰＬＣ、ＡＯＩ、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などなどなどなど））））へのへのへのへの投資投資投資投資

・・・・中国事業中国事業中国事業中国事業のののの拡大拡大拡大拡大、、、、コネクタコネクタコネクタコネクタ事業事業事業事業のののの拡大拡大拡大拡大などなどなどなど

・・・・コネクタコネクタコネクタコネクタ、、、、光通信光通信光通信光通信、、、、リレーリレーリレーリレー、、、、バックライトバックライトバックライトバックライトのののの開発開発開発開発などなどなどなど

・・・・成長商品成長商品成長商品成長商品（（（（レーザーレーダレーザーレーダレーザーレーダレーザーレーダ、、、、電動電動電動電動パワステパワステパワステパワステなどなどなどなど））））へのへのへのへの開発強化開発強化開発強化開発強化などなどなどなど

（（（（北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点のののの収益改善収益改善収益改善収益改善をををを中心中心中心中心にににに収益回復収益回復収益回復収益回復をををを最優先最優先最優先最優先））））

・・・・固定費構造改革固定費構造改革固定費構造改革固定費構造改革（（（（人員人員人員人員シフトシフトシフトシフト））））によるによるによるによる一時的費用一時的費用一時的費用一時的費用

（（（（収益率向上収益率向上収益率向上収益率向上をををを最優先最優先最優先最優先））））

・・・・新規新規新規新規カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ市場導入費用市場導入費用市場導入費用市場導入費用、、、、開発費開発費開発費開発費などなどなどなど

・・・・成長成長成長成長カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング費用費用費用費用、、、、インフラインフラインフラインフラ構築費用構築費用構築費用構築費用などなどなどなど
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ECBECBECBECBのののの売上成長売上成長売上成長売上成長とととと営業利益計画営業利益計画営業利益計画営業利益計画2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画

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、、、、アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメント事業事業事業事業のののの回復回復回復回復

【【【【単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円】】】】

売上増売上増売上増売上増でのでのでのでの
付加価値増付加価値増付加価値増付加価値増

販管費増販管費増販管費増販管費増

06/306/306/306/3期期期期

145145145145

07/307/307/307/3期期期期

１１２１１２１１２１１２

付加価値率付加価値率付加価値率付加価値率
ダウンダウンダウンダウン

製造固定費増製造固定費増製造固定費増製造固定費増

営業利益増営業利益増営業利益増営業利益増 ＋＋＋＋33333333億億億億

研究開発増研究開発増研究開発増研究開発増

積極的積極的積極的積極的にににに成長投資成長投資成長投資成長投資をををを実施実施実施実施

①①①①中国事業拡大中国事業拡大中国事業拡大中国事業拡大

②②②②光通信光通信光通信光通信デバイスデバイスデバイスデバイス、、、、コネクタコネクタコネクタコネクタのののの開発開発開発開発などなどなどなど

06/306/306/306/3期期期期

1215121512151215

07/307/307/307/3期期期期

９７７９７７９７７９７７
電子部品電子部品電子部品電子部品

携帯電話向部品等携帯電話向部品等携帯電話向部品等携帯電話向部品等

バックライトバックライトバックライトバックライト

アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメント

売上成長売上成長売上成長売上成長

営業利益増加要因営業利益増加要因営業利益増加要因営業利益増加要因

＋＋＋＋約約約約１００１００１００１００ ＋＋＋＋約約約約５０５０５０５０
＋＋＋＋約約約約３５３５３５３５

＋＋＋＋約約約約５０５０５０５０

＋＋＋＋１４２１４２１４２１４２
▲▲▲▲６０６０６０６０ ▲▲▲▲２５２５２５２５

▲▲▲▲１７１７１７１７
▲▲▲▲７７７７
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ＡＥＣＡＥＣＡＥＣＡＥＣのののの売上成長売上成長売上成長売上成長とととと営業利益計画営業利益計画営業利益計画営業利益計画2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画

北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点のののの生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上

【【【【単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円】】】】

売上増売上増売上増売上増でのでのでのでの
付加価値増付加価値増付加価値増付加価値増

販管費増販管費増販管費増販管費増

06/306/306/306/3期期期期

30303030

07/307/307/307/3期期期期

▲▲▲▲20202020

付加価値率付加価値率付加価値率付加価値率
アップアップアップアップ

製造固定費増製造固定費増製造固定費増製造固定費増

営業利益増営業利益増営業利益増営業利益増 ＋＋＋＋50505050億億億億

研究開発増研究開発増研究開発増研究開発増

利益改善利益改善利益改善利益改善のののの施策施策施策施策

①①①①北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点北米生産拠点のののの生産生産生産生産ロスロスロスロス低減低減低減低減

②②②②開発開発開発開発、、、、部品部品部品部品のののの共有化共有化共有化共有化

③③③③業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセス改善改善改善改善

06/306/306/306/3期期期期

910910910910

07/307/307/307/3期期期期

776776776776
北米北米北米北米

中華圏中華圏中華圏中華圏

欧州欧州欧州欧州日本日本日本日本

売上成長売上成長売上成長売上成長

営業利益増加要因営業利益増加要因営業利益増加要因営業利益増加要因

＋＋＋＋７７７７７７７７
＋＋＋＋４２４２４２４２

▲▲▲▲２２２２
＋＋＋＋９９９９

アジアアジアアジアアジア

＋＋＋＋８８８８

＋＋＋＋６８６８６８６８

＋＋＋＋８８８８
▲▲▲▲１０１０１０１０ ▲▲▲▲６６６６

▲▲▲▲１０１０１０１０
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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

2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画

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するするするする
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))))

04/304/304/304/3期期期期 05/305/305/305/3期期期期 08/308/308/308/3期期期期06/306/306/306/3期期期期

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

07/307/307/307/3期期期期

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
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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

(2)(2)(2)(2)中華圏中華圏中華圏中華圏のののの売上成長売上成長売上成長売上成長

2008200820082008年年年年3333月期月期月期月期 M&AM&AM&AM&Aもももも含含含含むむむむ１３３０１３３０１３３０１３３０MUSDのののの目標目標目標目標はははは変変変変えないえないえないえない

（（（（MＵＳＤ）ＵＳＤ）ＵＳＤ）ＵＳＤ）

----

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

1,0001,0001,0001,000

1,2001,2001,2001,200

1,4001,4001,4001,400

201201201201
246246246246

325325325325

411411411411 412412412412

+22%+22%+22%+22%
+32%+32%+32%+32%

+27%+27%+27%+27%
±±±±0%0%0%0%

05/305/305/305/3
（（（（実績実績実績実績））））

06/306/306/306/3
（（（（実績実績実績実績））））

08/308/308/308/3
（（（（目標目標目標目標））））

04/304/304/304/3
（（（（実績実績実績実績））））

03/303/303/303/3
（（（（実績実績実績実績））））

02/302/302/302/3期期期期
（（（（実績実績実績実績））））

1330133013301330

1,0001,0001,0001,000億円以上億円以上億円以上億円以上
(=USD 1Billion)(=USD 1Billion)(=USD 1Billion)(=USD 1Billion)

売上増加売上増加売上増加売上増加

2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画

07/307/307/307/3
（（（（計画計画計画計画））））

676676676676

＋＋＋＋65656565％％％％
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生産構造改革生産構造改革生産構造改革生産構造改革

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

億円億円億円億円

日本日本日本日本 海外海外海外海外((((中華圏以外中華圏以外中華圏以外中華圏以外))))生産生産生産生産 中華圏生産中華圏生産中華圏生産中華圏生産

04/304/304/304/3期期期期
（（（（実績実績実績実績））））

08/308/308/308/3期期期期
（（（（見込見込見込見込みみみみ））））

71%71%71%71%

20%20%20%20%

9%9%9%9%

51%51%51%51%

19%19%19%19%

30%30%30%30%

2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画

目標目標目標目標のののの製造固定費比率製造固定費比率製造固定費比率製造固定費比率１５１５１５１５％％％％達成達成達成達成にににに向向向向けけけけ、、、、中華圏中華圏中華圏中華圏へのへのへのへの生産生産生産生産シフトシフトシフトシフトをををを継続継続継続継続

中華圏生産比率中華圏生産比率中華圏生産比率中華圏生産比率はははは０６０６０６０６年度年度年度年度もももも増加増加増加増加をををを維持維持維持維持しししし、、、、０７０７０７０７年度年度年度年度３０３０３０３０％％％％程度程度程度程度にににに達達達達するするするする

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
（（（（3333））））生産構造改革生産構造改革生産構造改革生産構造改革

05/305/305/305/3期期期期
（（（（実績実績実績実績））））

67%67%67%67%

21%21%21%21%

12%12%12%12%

06/306/306/306/3期期期期
（（（（実績実績実績実績））））

中華圏中華圏中華圏中華圏生産生産生産生産
４４４４．．．．５５５５倍倍倍倍

07/307/307/307/3期期期期
（（（（計画計画計画計画））））

65%65%65%65%

23%23%23%23%

11%11%11%11%
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2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画

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
（（（（4444））））販管費構造改革販管費構造改革販管費構造改革販管費構造改革

目標目標目標目標のののの販管費比率販管費比率販管費比率販管費比率２２２２２２２２％％％％達成達成達成達成にににに向向向向けけけけ、、、、事業部門事業部門事業部門事業部門、、、、本社部門本社部門本社部門本社部門ともともともとも
継続継続継続継続したしたしたした販管費販管費販管費販管費のののの抑制抑制抑制抑制をををを図図図図るるるる

目標目標目標目標のののの販管費比率販管費比率販管費比率販管費比率２２２２２２２２％％％％達成達成達成達成にににに向向向向けけけけ、、、、事業部門事業部門事業部門事業部門、、、、本社部門本社部門本社部門本社部門ともともともとも
継続継続継続継続したしたしたした販管費販管費販管費販管費のののの抑制抑制抑制抑制をををを図図図図るるるる

22.022.022.022.0％％％％

売上売上売上売上28282828％％％％増加増加増加増加をををを計画計画計画計画

7,5007,5007,5007,500億円億円億円億円

24.124.124.124.1％％％％

6,0866,0866,0866,086億円億円億円億円

23.823.823.823.8％％％％

6,2686,2686,2686,268億円億円億円億円

売上売上売上売上

販管費販管費販管費販管費
＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊注）上記販管費の05/3期実績は、規制化学物質対応、金融機器事業を除く。06/3期実績は、規制化学物質対応を除く。

05/305/305/305/3期期期期
（（（（実績実績実績実績））））

06/306/306/306/3期期期期
（（（（実績実績実績実績））））

08/308/308/308/3期期期期
（（（（目標目標目標目標））））

07/307/307/307/3期期期期
（（（（計画計画計画計画））））

23.423.423.423.4％％％％

販管費増販管費増販管費増販管費増をををを16161616％％％％にににに抑制抑制抑制抑制

7,0007,0007,0007,000億円億円億円億円
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中期目標中期目標中期目標中期目標「「「「事業価値倍増事業価値倍増事業価値倍増事業価値倍増」」」」
のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期
事業計画事業計画事業計画事業計画

事業価値事業価値事業価値事業価値（（（（独自算出独自算出独自算出独自算出））））はははは2007200720072007年年年年3333月期末月期末月期末月期末ででででGD目標目標目標目標がががが視野視野視野視野にににに

6000600060006000
7200720072007200

1300130013001300

7300730073007300

2100210021002100

9500950095009500

2500250025002500

0000

2000200020002000

4000400040004000

6000600060006000

8000800080008000

10000100001000010000

12000120001200012000

04/304/304/304/3期期期期

実績実績実績実績

05/305/305/305/3期期期期

実績実績実績実績
06/306/306/306/3期期期期
実績実績実績実績

08/308/308/308/3期期期期
ＧＤＧＤＧＤＧＤ目標目標目標目標

成長

既存

07/307/307/307/3期期期期
計画計画計画計画

8700870087008700

2424242400000000

6000600060006000億億億億

8500850085008500億億億億
9400940094009400億億億億

1111兆兆兆兆2000200020002000億億億億
1111兆兆兆兆1100110011001100億億億億

【【【【億円億円億円億円】】】】
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４４４４．．．．利益配分利益配分利益配分利益配分にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針
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利益配分利益配分利益配分利益配分にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針

【【【【基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】
（（（（１１１１）））） 企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上にににに向向向向けたけたけたけた成長投資成長投資成長投資成長投資ためのためのためのための内部留保内部留保内部留保内部留保をををを第一優先第一優先第一優先第一優先
（（（（２２２２）））） 残余利益残余利益残余利益残余利益についてはについてはについてはについては、、、、フリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローののののレベルレベルレベルレベルもももも勘案勘案勘案勘案しししし可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、

株主株主株主株主のののの皆様皆様皆様皆様にににに還元還元還元還元
（（（（３３３３）））） 毎年毎年毎年毎年のののの配当金配当金配当金配当金はははは連結当期利益連結当期利益連結当期利益連結当期利益のののの20202020％％％％前後前後前後前後のののの配当性向配当性向配当性向配当性向をををを目標目標目標目標

ただしただしただしただし万一当社業績万一当社業績万一当社業績万一当社業績がががが悪化悪化悪化悪化するするするする場合場合場合場合にもにもにもにも、、、、年間年間年間年間10101010円円円円のののの配当金配当金配当金配当金はははは
長期安定配当長期安定配当長期安定配当長期安定配当としてとしてとしてとして最低限維持最低限維持最低限維持最低限維持

（（（（４４４４）））） 長期長期長期長期にわたりにわたりにわたりにわたり留保留保留保留保されたされたされたされた余剰資金余剰資金余剰資金余剰資金はははは、、、、自己株買入自己株買入自己株買入自己株買入れなどによりれなどによりれなどによりれなどにより機動的機動的機動的機動的にににに
株主株主株主株主のののの皆様皆様皆様皆様にににに還元還元還元還元

フリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー

負債圧縮負債圧縮負債圧縮負債圧縮 内部留保内部留保内部留保内部留保

配当金配当金配当金配当金 ((((配当性向配当性向配当性向配当性向20%20%20%20%前後前後前後前後))))

余剰資金余剰資金余剰資金余剰資金

ストックストックストックストックされたされたされたされたキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ

使途使途使途使途のののの明確明確明確明確なななな資金資金資金資金
（（（（設備投資設備投資設備投資設備投資・・・・企業買収企業買収企業買収企業買収・・・・運転資金運転資金運転資金運転資金などなどなどなど))))

自社株買自社株買自社株買自社株買いいいい入入入入れれれれ

フローフローフローフローでででで生生生生みみみみ出出出出されるされるされるされるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ

配当金配当金配当金配当金 ((((配当性向配当性向配当性向配当性向20%20%20%20%前後前後前後前後))))

2002002002006666年年年年3333月期月期月期月期のののの年間配当金年間配当金年間配当金年間配当金をををを30303030円円円円にににに増額予定増額予定増額予定増額予定
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期のののの年間配当金年間配当金年間配当金年間配当金もももも30303030円円円円をををを継続予定継続予定継続予定継続予定
2002002002006666年年年年3333月期月期月期月期のののの年間配当金年間配当金年間配当金年間配当金をををを30303030円円円円にににに増額予定増額予定増額予定増額予定
2007200720072007年年年年3333月期月期月期月期のののの年間配当金年間配当金年間配当金年間配当金もももも30303030円円円円をををを継続予定継続予定継続予定継続予定
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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


