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登壇 

 

⼭⽥：定刻になりましたので、ただいまより、ヒロセ電機株式会社決算説明会を開催いたします。
本⽇はご参加いただき、ありがとうございます。 

弊社側、社⻑の⽯井、管理本部⻑の鎌形、進⾏を務めます私、広報・IR 室の⼭⽥および須崎でご
ざいます。今回もオンライン開催になりますが、よろしくお願いいたします。 

まず冒頭、本会の説明をさせていただきます。本⽇の決算説明会資料はご参加の画⾯上のリンクか
ら PDF ファイルをダウンロードいただき、お⼿元でご覧ください。同様に 11 ⽉ 2 ⽇に東証にて
開⽰しております決算短信のリンクもございます。もしくは、弊社ウェブサイトの IR ページにも
遷移してご覧いただけるようになっています。ご説明の際にはページ番号を申し上げますので、お
⼿数ですがページ送りは各⾃でお願いいたします。 

次に、質疑は電話回線より参加者様よりご発⾔いただき弊社より回答する、対⾯と同様の双⽅向で
の⽅式をとっています。受付順にこちらからご案内させていただきますので、順番にご発⾔いただ
きますよう、ご協⼒のほどお願い申し上げます。 

最初に、社⻑の⽯井よりご挨拶させていただき、その後、資料に基づき、私より 2023 年 3 ⽉期第
2 四半期の決算のご説明を申し上げてまいります。後半の業績予想と、5 ⽉にお伝えした今年度の
基盤強化策の進捗状況については管理本部⻑の鎌形より、その後、中⻑期成⻑戦略の進捗について
は社⻑の⽯井よりご説明申し上げます。 

残り時間で、先ほどのとおり、ご質問をお受けいたします。閉会は 11 時 30 分を予定しておりま
す。それでは、⽯井よりご挨拶申し上げます。 

⽯井：皆さん、おはようございます。ヒロセ電機株式会社社⻑の⽯井でございます。本⽇はご多⽤
のところ、決算説明会にご出席いただき、ありがとうございます。短い時間とはなりますが、ぜひ
皆さんからのご確認、質疑を賜りたく、よろしくお願いいたします。 
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⼭⽥：続きまして、本⽇の資料に基づき、決算の説明を⼭⽥より申し上げます。 

まず、3 ページをお願いいたします。業績サマリーです。 

2022 年度第 2 四半期は、⼀般産機向け、スマートフォン向け、⾃動⾞・モビリティ関連向けの伸
⻑により、第 1 四半期に引き続き、売上、営業利益ともに過去最⾼、売上 481.3 億円、営業利益
142 億円という結果となりました。上期で売上 947 億円、営業利益 271.7 億円となります。 

受注は第 1 四半期対⽐マイナス 11.4%の 427 億円という⾜元の状況ですが、分野によって強弱が
ございますので、それについてはスライドの後ろにアペンディックスとして今回、受注と売上の推
移をご⽤意いたしましたので、併せてご参照ください。 
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4 ページは、四半期ごとの売上・利益の推移グラフになります。 

2022 年度第 2 四半期は売上 481.3 億円、営業利益 142 億円、営業利益率は 29.5%となりました。 
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5 ページは、決算概要になります。 

2022 年度上期は売上 947 億円、前年⽐プラス 19.6%、営業利益は 271.7 億円、前年⽐プラス
37.3%、営業利益率は 28.7%、税引前利益が 292.5 億円、当期利益が 206.4 億円、総資産残⾼
4,012.8 億円、⾃⼰資本⽐率は 85.9%、⼀株当たり当期利益は 594.23 円という結果でした。 

為替の実績は、ドル 133.97 円、ユーロ 138.73 円、ウォンは 100 ウォン 10.32 円でした。 
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6 ページには、対前年の主要増減をまとめています。 

売上増 155.1 億円の対前年増加は、単体側でプラス 130.2 億円、⼦会社側でプラス 24.9 億円とい
う結果でした。 

売上原価率は昨年上期の 54.71%から 4.1 ポイント良化の 50.6%としていますが、要因は変動費率
や減価償却費率などの良化でした。 

販管費は⾦額で 36.7 億円増加、率は対前年⽐ 0.6 ポイントの悪化となり、20.9%という結果でし
た。 

⾦融収⽀は 14.9 億円の良化ですが、円安による差益が⼤きな要因という結果でした。 
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7 ページは、対前年 2Q 累計の変動分析になります。 

為替の影響は、売上ではプラス 96.4 億円、営業利益ではプラス 50 億円でした。⼈件費増が 28.1
億円、荷造運賃、輸送費増が 12 億円、売上増、物量増などによる利益増が 38.9 億円という結果で
した。 
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8 ページは、B/S の資産の部になります。 

現⾦のところは今年 5 ⽉の⾃⼰株取得により 159 億円の減少がありましたが、業績良化によるも
のと、その他⾦融資産、定期預⾦からの振替などにより増加となりました。 

棚卸資産の増加は⽣産強化対応による部材等在庫の積み増しと、⼀部売れ筋製品の増加によるもの
です。 
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9 ページは、負債と純資産の部になります。 

⾃⼰株式は 5 ⽉に取得、および 94 万 8,000 株の消却を実施しております。 

総資産合計は 4,012.8 億円と、前年度末から 65 億円の増加となりました。 
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10 ページは、設備投資と償却費の推移になります。 

2022 年度上期の設備投資額は 84 億円、償却費は 71 億円という実績でした。2022 年度予想は投
資 170 億円、償却 155 億円と、前回から変更しておりません。 

資料に記載はございませんが、研究開発費は 2022 年度上期は 54.3 億円という実績でした。研究
開発費の 2022 年度予想は 120 億円と、こちらも変更はございません。 
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11 ページは、海外販売⽐率と海外⽣産⽐率の推移になります。 

2022 年度第 2 四半期は、第 1 四半期から変わらず、海外販売⽐率 77%、海外⽣産⽐率 48%という
結果となりました。 
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12 ページは、従業員数の推移になります。 

2022 年度上期は、国内は⼆桁増加の 1,261 名、海外はマイナスの 3,812 名、合計はほぼ横ばいの
5,073 ⼈という結果でした。 



 
 

13 
 

 

13 ページは、株式分布になります。 

2022 年 9 ⽉末の結果は、単元株主数は若⼲の減少で 2,756 名となりました。構成⽐としては外国
法⼈等の機関投資家の⽐率が 2 ポイント程度増加し、44.21%となっております。 

⾃⼰株式は 5 ⽉ 11 ⽇に 94.8 万株の消却、そして 5 ⽉ 27 ⽇に 93.6 万株を取得した結果です。 
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14 ページからは、分野別の動向になります。最初は⼀般産機向けの売上推移になります。 

2022 年度第 2 四半期の結果は 179 億円と、対前年⽐プラス 31%、分野構成⽐は 38%という結果で
した。受注残をまだ多く抱えており、その解消に向けて⾼いレベルで⽣産を継続しており、売上増
が継続しております。 
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15 ページは、スマートフォン向けになります。 

2022 年度第 2 四半期の売上は 89 億円と前年⽐プラス 4%、分野構成⽐は 18%という実績でした。
本市場特有の季節要因であり、1Q から 2Q にかけて、想定どおりの増加を⽰しております。 
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16 ページは、コンシューマ・モバイル機器向けになります。 

2022 年度第 2 四半期の売上は 88 億円と、前年⽐でプラス 16%ながら、第 1 四半期と⽐較すると
減少しており、これは顧客の⽣産調整の影響を受けたものです。分野構成⽐では 20%という結果
でした。 
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17 ページは、⾃動⾞・モビリティ関連向けです。 

2022 年度第 2 四半期の売上は 88 億円と、前年⽐でプラス 22%でした。ADAS 向け、パワートレ
イン向け等が引き続き堅調に推移した結果となっております。 
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18 ページは、通信インフラ機器向けと事務機器向けの売上実績推移になります。 

ここからは、2022 年 3 ⽉期の業績予想となります。管理本部⻑の鎌形よりお話しさせていただき
ます。 
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鎌形：鎌形です。本⽇はよろしくお願いいたします。 

まず、通期の総連結での業績予想の前提といたしまして、19 ページの右下をご覧ください。 

今回の予想の為替は、US ドル 1 ドルに対し 140 円、1 ユーロ 140 円、ウォンは 100 ウォン当たり
10.32 円としております。上期平均は 134 円でしたので、それに対して下期は 146 円を超えてくる
というところで、この為替を置いています。 

この為替を前提として、為替の動向と産機、⾃動⾞ビジネスの動向が当初の予想を上回るため、公
表値を修正しています。この表の⾚枠のところをご覧ください。 

まず、売上⾼は 1,900 億円を公表値として今回、修正しております。これは対前年実績に対し
16.1%アップです。営業利益は 500 億円です。これは対前年実績に対して 22.7%アップ、営業利益
率につきましては 26.3%増です。税前利益は 510 億円、当期利益は 360 億円としています。これ
により、この数値が計画どおり進みますと、ROE10%を超えてくると考えています。 

ちなみに、⼀株当たりの配当につきましては 440 円と置いていますが、3 ⽉末の数字をきちんと締
めた後、以前お話しさせていただいております、配当性向 50%に近い形での配当の⾦額を総会で
決議後、皆様にご紹介したいという予定です。 
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20 ページは、先ほどの 1,900 億円を分野別に⾒た場合です。下の枠が 5 ⽉にご報告しておりま
す、年間伸び率の予想でございました。これを今回はアップデートしております。 

⼀般産機は 15%アップとお話ししておりましたが、28%アップに修正しております。それにより、
⼀番左の棒グラフは 650 億円から 725 億円に修正です。この領域の受注は緩やかに減少傾向が⾒
られておりますが、売上⾃体はまだまだ注残解消および⽣産の対応でアップするとヒロセは⾒てお
ります。 

その次、スマホ・携帯電話は横ばいと⾒ております。ですので、⾦額も 335 億円を横ばいで置い
ています。ここは北⽶、韓国市場の堅調がございますが、中国向けの減少で横ばいと今は⾒ており
ます。 

コンシューマ・モバイル機器は 5 ⽉の予想ではプラス 15%でしたが、プラス 7%に修正しておりま
す。これは、けん引役のワイヤレスイヤホンや VR ヘッドマウントディスプレイ等での調整があ
り、売上に対してダウン傾向が⼊ってくるのではないかと考えております。360 億円を 335 億円に
修正しております。 
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⾃動⾞・モビリティ関連はプラス 11%をプラス 19%にアップデートしております。⾞載全体の伸
⻑を⾒て、上⽬になるであろうという⾒⽴てをしております。 

 

21 ページです。 

5 ⽉の決算説明のときに、三つの投資領域をお話しさせていただきました。2021 年度の売上拡⼤
を起点に、さらなる⾶躍を⽬指すためということで、2022 年度も継続して取り組んでいくという
テーマアップです。 

⼈財投資の⼀つ⽬は、次のページで具体的なお話しをさせていただきますが、ここは前回、三つの
お話をさせていただいておりました。Hirose Philosophy の再構築や、従業員主体の、活き活きプ
ロジェクトに取り組んでおりますという話と、チャレンジを奨励する仕組みということで、⼈事制
度、評価制度を刷新しております。および、360 度評価も本格的に導⼊しています。 

⼈財づくりをミッションとする専⾨部署も設⽴しております。ここは 2022 年度版の統合報告書を
ホームページにアップしてございますので、そちらに詳細な話は載せています。後ほどお話しいた
します。 
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真ん中の ESG 投資につきましては既に公表しておりますが、2027 年度の Scope1,2 排出量 60%
減、これは計画どおり進めています。2 番は今年から着⼿しております、健康経営です。ここを経
営課題として掲げて、今、社内ではこの健康増進のための各種プログラムを推進しております。 

IT 投資は三つございましたと 5 ⽉にお話ししておりますが、次世代 SCM の構築は特に今、サプラ
イチェーンの混乱がありますので、そこを IT の技術でより良い形にするために検討しておりま
す。設備情報のデジタル化は中⾝を前回お話ししておりませんでしたが、3D データを活⽤した解
析シミュレーションおよび 3D のライブラリー化を進めています。3 番の SFA につきましては、統
合報告書にも書いていますように、今、分野別営業体制を敷いておりますので、そこに寄与すべ
く、セールスフォースの仕組みを⾒直しております。 

 

⼈財投資の三つの観点の⼀つ⽬のところ、HRS らしさの追求です。 

真ん中に絵があると思いますが、「英知をつなげる⼩さな会社」はヒロセにとっての普遍の理念で
す。 

これを⽀えるための六つの価値観、これはヒロセグループ全体の共通の価値観として掲げていま
す。これを新しくアップデートしております。掲げている価値観を変えるという意味ではなく、こ
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の価値観をよりヒロセグループに浸透させるために、その表現を今⾒直しているところです。下期
はグローバルでの伝承活動を本格的にスタートさせる予定です。 

2 番、チャレンジを推奨する仕組みです。まず⼀つ⽬は、全てのフェーズで上司・部下間でのコミ
ュニケーションがより必要であろうと考えております。特に、コロナ禍の中でのウェブ等を使いな
がらのコミュニケーションはさらに深いコミュニケーションをする必要があると、ヒロセは考えて
おります。徹底したツーウェイのコミュニケーションを図っていくために、この仕組みを本格的に
強化して、⼈財づくりのサイクルを回すエンジンにしたいと考えております。 

⼆つ⽬、新⼈事制度のところです。キャリアパスの複線化として、本格的に管理職コースと専⾨職
コースを⾒直して、今年から複線化を体系化して推進している状況です。 

私からは以上です。 

⼭⽥：次に、社⻑の⽯井より、”2022”中⻑期成⻑戦略の進捗についてご説明申し上げます。 

 

⽯井：スライドに沿って説明させていただきます。毎年、中⻑期成⻑戦略のご報告をしているわけ
ですが、今回、2022 年度バージョンということで更新した内容をご報告させていただきます。 
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こちらのスライドはセンターのブルーのバーが、昨年度の実績です。先ほど鎌形から説明させてい
ただいた今期の予測がその右サイドのパープルのバーです。このパープルのバーをベースにしなが
ら、2022 年度以降、2025 年度に向けて本格成⻑に臨むというスタンスに変更はありません。 

 

こちらは、分野構成⽐のイメージです。 

前回の報告とほとんど数値も同じですので、スキップさせていただきます。 
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5 ページ⽬は、私どもの分野戦略イメージであります。 

何回か皆さんに説明させていただいておりますように、中計を G-WING と呼称しているわけであ
りますが、ターゲッティングしている分野はこの三本柱、コンシューマ、産機、⾃動⾞というとこ
ろに変化はありません。さらに、ヒロセのキーテクノロジーとして、⾼速、⾼周波、ハイパワー、
⼩型化を狙うというところも変わりはありません。 

お客様に対して、分野横断的な活動により、より先⾏、先端、差異化の提案を⾼めながら、私ども
の軸であります「英知をつなげる⼩さな会社」をベースにしながら、もっと良い会社に進化してい
きたいと思っております。 
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6 ページです。こちらのスライドで、ヒロセ側から⾒た最新の分野別市況と、今後の⾒通しを表現
しております。 

最初に、スマートフォン・⺠⽣です。皆さんご存じのように、IT デジタル空間へのシフトはさら
に加速している様相です。ニューデバイスですね、右サイドに載せておりますように、ワイヤレス
イヤホン、スマートフォン、いろいろな、さらにニューデバイスが出てきている状況にございま
す。⼿元、中国の停滞感があるということではありますが、いずれ、これはどういうことかと⾔う
と、コンシューマのアプリケーションが皆さんの、私どものライフラインに完全になりつつあると
⾒ております。 

次に、⾃動⾞です。これは私が説明するレベルでもないように、もうモビリティの世界が社会のネ
ットワークのコアマシンになっていくという⾒⽅をしております。 

産機です。全ての分野において、いろいろな投資が進⾏中であります。緩むことがない、とどまる
ことがない、電⼦・電動、⾃動化へのインフラ対応がさらに加速する展開ではないかと思います。
ヒロセは、先ほど分野戦略のイメージを説明させていただきましたように、三本柱プラスアルファ
でこの多様な市場変化への対応⼒を強化してまいりたいと思っております。 



 
 

27 
 

 

ページ 7 です。 

この辺、いろいろなアプリケーションを載せて、私どもの“つなぐビジネス”のポテンシャルが拡⼤
していることを説明しているスライドです。さらに、ここは加速しているという⾒⽅をご理解いた
だければと思います。 
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スライド 8 ページで、私どもの今、⼿元のトピックスとして、モノづくり、機能強化のところをハ
イライト的に 3 点ご紹介しております。 

左サイドの上、郡⼭の新⼯場の建築設計がスタートしております。2023 年度内竣⼯予定で、2024
年度に本格的な稼働に⼊ると思っております。 

それから左下のところ、ヒロセコリア精密コネクタセンターの増築を計画しております。これは、
マイクロコネクタと⾞載⽤コネクタの開発、⽣産の強化という⽬的です。 

さらに、右サイドのところです。この 9 ⽉に発表した、東北アドバンスト・テクノロジーセンター
を計画しております。新たな⽣産設備開発拠点として、盛岡市に東北アドバンスト・テクノロジー
センターを設⽴いたします。 

同時に、盛岡に所在するエー・ディー・ディー社の皆さんにヒロセにジョインしていただいて、モ
ノづくり⼒を強化したいということです。 

いずれにしても、主要分野においての中⻑期的な供給⼒は、これからのキーになるという認識でお
ります。モノづくり⼒の強化をさらに進めたいと思っております。 



 
 

29 
 

 

今年は、私どものヒロセ技術展、3 年に 1 回の技術展が開催予定です。今回のスローガン「”つな
ぐ”から未来が創られる。」をテーマに展開しております。11 ⽉に横浜会場、12 ⽉に⼤阪会場と
いうことです。 

より多くのお客さんに私どもの未来コンセプトを⾒ていただき、その中でやり取りさせていただい
て、次のニューなコンセプトにつなげるという、私どもにとってみると⾮常に重要なイベントで
す。ここ年内のスケジュールになりますが、ぜひ成功させたいと考えております。 
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最後のスライドです。2022 年度の⽅針をまとめているスライドです。 

2022 年度は、先⾒⼒と感知⼒・反応⼒を強化し、前進すると考えております。 

特に評価するポイント、次の三つを挙げております。技術開発⼒、モノづくり⼒、⼈財育成、この
三つを強化した上で、2022 年度以降の本格回復に向かいたいと思っております。 

いずれにしても、ヒロセ電機は今後の展開を商品⼒とモノづくり⼒で、しっかり対応できるグルー
プにしていきたいということです。 

⼭⽥ ：資料に沿った説明は以上となります。 
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免責事項 

本資料には、ヒロセ電機の現時点における予測に基づく記述が含まれています。 

これら将来に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性その他の要因が内在しており、
当社における実際の業績と異なる恐れがあります。ご承知おき下さい。 

 


