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登壇 

 

須崎：おはようございます。それでは、定刻になりましたので、ただ今より、ヒロセ電機、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。本⽇の決算説明会、弊社側、社⻑の⽯井、管理本
部⻑の鎌形、進⾏を務めます、私、IR 室、須崎になります。 

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、今回の説明をさせていただきます。本⽇の資料、決算説明会資料と中⻑期成⻑戦略につ
いてですけれども。ご参加の画⾯上のリンクからご覧いただける状態かと思います。PDF ファイ
ル⾃体を引いてご覧いただくこともできますので、お願いいたします。同様に、5 ⽉ 6 ⽇に東証で
開⽰しております決算短信もございます。それと、5 ⽉ 6 ⽇のプレスリリースは、ヒロセ電機 IR
ページにジャンプいただきご覧いただけるようになっております。 

こちらからの説明の際はページ番号を申し上げて説明を進めてまいります。ページめくり⾃体は、
お⼿数ですけれどもご参加者様のほうでお願いいたします。 

進⾏ですけれども、まず最初に、社⻑の⽯井よりごあいさつさせていただき、その後、資料に基づ
きまして、私より 22 年度 3 ⽉期の決算の説明を申し上げて進めてまいります。後半、業績予想と
資本政策に関しましては、管理本部⻑、鎌形より、中⻑期成⻑戦略については社⻑の⽯井よりご説
明を申し上げます。残り時間で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
すけれども、質問が多数の場合は、15 分程度は延⻑して進めてまいります。 

それでは、開始させていただきます。まず最初に、社⻑の⽯井よりごあいさつ申し上げます。 

⽯井：皆さん、おはようございます。あらためて、ヒロセ電機、⽯井です。 

22 年度がスタートしたと思ったら、もう 1 カ⽉が過ぎました。⼿元は、中国のロックダウンや EU
のロジ⼤混乱等、予測不能なことが起きています。先⾏き不透明感のある中だからこそ、私どもは
やるべきことをしっかりやる、先に向かって、先への仕掛け、活動強化ということかと感じており
ます。 

本⽇はご多⽤の中、ヒロセ決算説明会にご参加いただき、ありがとうございます。それでは、21
年業績結果と今後について説明、報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 



 
 

3 
 

 

須崎：それでは、本⽇の資料に基づきまして、説明を須崎より申し上げます。 

まず 3 ページをお願いいたします。業績サマリーになります。2021 年度は産機向け、⾃動⾞向
け、コンシューマ向けなどの伸びによりまして、受注・売上・営業利益ともに過去最⾼、受注額が
1,964.5 億円、売上が、1,636.7 億円、営業利益が 407.7 億円という結果となりました。 
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続きまして、4 ページをお願いいたします。四半期ごとの売上と利益の推移のグラフになります。
21 年度第 4 四半期は売上 416.7 億円、営業利益 97.4 億円、営業利益率 23.3%となりました。 
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続きまして、5 ページをお願いいたします。決算概要です。2021 年度売上が 1,636.7 億円、前年⽐
がプラス 22.6%。営業利益は 407.7 億円、前年⽐はプラス 46.2%。営業利益率が 24.9%でした。税
前利益が 430.8 億円、当期利益が 314.4 億円、総資産残⾼は 3,947.8 億円、⾃⼰資本⽐率は
86.6%、1 株当たり当期利益が 885.39 円という結果でした。 

配当に関してですけれども、こちら 5 ⽉ 6 ⽇のプレスリリースと、後からのページでも表しており
ますけれども、2021 年度の期末配当は 280 円を予定しております。中間期の配当、1 株当たり
160 円と合わせて、年間 440 円としております。 
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続きまして、6 ページ、対前年の主要増減をまとめてあります。売上増、301.3 億円の対前年増加
は、単体側でプラス 236.8 億円という結果でありました。 

売上原価率は 54.2%と、前年から 3.4 ポイント良化していますが、要因としましては、減価償却費
率と変動費率、労務費率などの良化でございました。 

販管費は、⾦額で 28.4 億円対前年増加していますが、売上増によりまして、率としては 1.7 ポイ
ント良化しています。 

⾦融収⽀は 18.7 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あります。 
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続きまして、7 ページをご覧ください。対前年との変動分析になります。為替の年間影響は、売上
ではプラス 64.9 億円、営業利益ではプラス 31.2 億円でありました。⼈件費増が 39.6 億円、荷造
運賃、輸送費増が対前年 13.3 億円、売上増、物流増などによる利益増が 161 億円という結果であ
りました。 

なお、保険⾦収⼊があります項⽬に関しては、2020 年度第 1 四半期で 15 億円の収⼊が⼀時期に
あったというところで表記しているものであります。 
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続きまして、8 ページ、B/S、資産の部になります。売上増によりまして売掛⾦が増加しておりま
す。棚卸資産は部材不⾜などによる供給⾯のリスクから、在庫レベルを⼀時的に引き上げた結果
と、海外物流⾯での停滞などから、販社側の在庫⽔準を引き上げた結果の影響による⼀時的な増額
であります。 
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続きまして、9 ページ、B/S、負債と純資産の部になります。債務は⽣産量と原材料確保のために
増やしております。⾃⼰株式は、昨年 5 ⽉ 28 ⽇に ToSTNeT-3 で取得したものであります。総資
産残⾼、3,947.8 億円と、対前年度末から 242.8 億円の増加となりました。 
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続きまして、10 ページ、設備投資と償却費の推移、予想になります。21 年度の設備投資額は 138
億円、償却費は 148 億円という結果でありました。22 年度予想は、設備投資 170 億円、償却費が
155 億円としています。 

それと、研究開発費の実績でありますけれども、21 年度の実績は 104 億円という結果でありまし
た。研究開発費の 22 年度予想としましては、120 億円としております。 
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続きまして、11 ページをお願いします。海外販売⽐率と⽣産⽐率の推移になります。21 年度は産
機向けの売上の伸びによりまして、販売も⽣産も、昨年度、海外⽐率が少し低めで着地しました。
海外販売⽐率が 75%、⽣産⽐率が 47%という結果でありました。 
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続きまして、12 ページ、従業員数の推移になります。2021 年度末は国内ほぼ横ばいの 1,236 ⼈、
海外は主に⼯場の⽣産増による増員などで 3,834 ⼈の、合計 5,070 ⼈という結果でありました。 
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続きまして、13 ページ、株式分布になります。2022 年 3 ⽉末の結果は、半年前、9 ⽉末とほぼ同
様の構成⽐の結果でして、海外法⼈の⽐率が対前年で少し戻った形となりました。 

⾃⼰株式は 5 ⽉に 94 万株の買い付けで 7.36%⽐率が上がっております。こちらは、先週 5 ⽉ 6 ⽇
のプレスリリースのとおり、5 ⽉ 11 ⽇に約 94.8 万株の⾃⼰株式の消却を予定しております。 
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続きまして、14 ページ、ここから分野別の動向になります。まず最初は、⼀般産機向けの売上推
移になります。21 年度の結果は 564 億円と、対前年⽐プラス 40%、売上構成⽐は 35%という結果
でした。21 年度、第 4 四半期も⽣産増加対応により売上を伸ばしました。FA 向け需要増や部材不
⾜による在庫待ちなども伴いまして、好調が続いております。 
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続きまして、15 ページ、スマートフォン向けの売上です。21 年度は 339 億円と、前年⽐プラス
7%、分野構成⽐は 21%という実績でした。21 年度はハイエンドモデルなどの需要増も受けまし
て、堅調に推移しました。 

なお、21 年度第 4 四半期は例年の季節性の需要変動で減少しましたけれども、例年よりやや下が
り幅が少なかったと⾒ております。 
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続きまして、16 ページ、⾃動⾞・モビリティ関連向けになります。21 年度売上は 292 億円と、前
年⽐でプラス 23%、21 年度第 4 四半期は、半導体不⾜やさまざまな減産影響を受けながらも、や
や増加傾向の着地となっています。 
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続きまして、17 ページ、コンシューマ・モバイル機器向けになります。21 年度売上は 313 億円
と、前年⽐でプラス 19%、分野構成⽐が 20%という結果でした。 

21 年度第 4 四半期は季節要因により、売上減少していますけれども、ウエアラブル向けなどのモ
バイル機器向け需要は好調が継続した結果でありました。 
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続きまして、18 ページ、こちら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って
おります。 
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続きまして、19 ページ、こちらは分野別の年間売上予想です。主要分野別の年間伸び率予想とし
ましては、⼀般産機向けがプラス 15%、スマートフォン向けはマイナス 1%、⾃動⾞向けがプラス
11%、コンシューマ・モバイル機器向けがプラス 15%としております。 

私からの説明は以上です。続きまして、20 ページ、年間業績予想と 21 ページの資本政策のアップ
デートの説明は、管理本部⻑、鎌形より説明させていただきます。 
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鎌形：管理本部の鎌形です。では、2022 年度の業績予測についてお話をさせていただきます。 

20 ページの真ん中の、タイトルがグレーの領域を⾒ていただければと思います。22 年度の予測で
すが、売上⾼は 10%アップの 1,800 億円を掲げてございます。営業利益は 7.9%アップの 440 億
円、税前利益は 4.5%アップの 450 億円、当期利益はプラス 5%アップで 330 億円を掲げておりま
す。 

配当につきましては、配当性向 50%基本⽅針に基づきまして、440 円を仮置きでセットさせていた
だいております。これは、また年度末の業績に合わせて、この数字は再度報告する予定でございま
す。 

ご注意いただきたいのは、右下にございます為替でございます。22 年度予測の為替としては、
今、為替がかなり変動しておりますけれども、今回の経営計画としては 1 ドル、US ドルは 120
円、ユーロは 130 円、ウォンは 100 ウォン当たり 9.81 円で計算しております。 
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次のページ、21 ページをお願いいたします。中期資本政策アップデート、これは前回の決算説明
会のときに、社内⽬標を達成しそうであるという話に基づいて、社内で再検討しているところでご
ざいます。 

社内⽬標としては、中期 2024 年度の売上、利益および利益率は、ほぼ達成という話をさせていた
だきました。ですので、前回の中期資本政策は、21 年度から 24 年度の 4 年間で、配当性向 50%
および⾃社株買いをトータルで 400 億円実施するという話をさせていただきましたけれども、そ
れに対しまして、配当性向は継続いたします。25 年度まで継続という形で掲げさせていただい
て、前回は⾃社株買いを具体的な⾦額でお話しさせていただきましたけれども、今回以降は ROE
という形で掲げさせていただきたいと思っております。 

当然、これは⾃社株買いを否定するものではなく、⾃社株買い等、さまざまな施策を含めて、この
ROE の 10%を安定的に達成できるような形で、この⽬標を掲げてございます。ご理解賜りたく存
じます。 

須崎：それでは、続きまして、本⽇の資料⼆つ⽬の、2022 中⻑期成⻑戦略についてを皆様ご⽤意
お願いします。社⻑の⽯井よりご説明を申し上げます。 



 
 

22 
 

こちらにつきましては、社⻑の⽯井よりご説明を申し上げます。 

 

⽯井：それでは、2022 年度版の中⻑期成⻑戦略についてご報告させていただきます。 

スライドの 3 ページをご参照ください。ヒロセの成⻑イメージであります。真ん中のブルーのバー
が、先ほど IR サイドから報告させていただいた、21 年度の結果でございます。そこそこの業績を
上げることができたと感じております。 

⼀⽅で、企業の体質的には、2020 年度から 2021 年度は⾜場固め期として取り組んでいます。⾜
場固め期というのはどういうことかというと、機能の強化であります。品質、技術⼒、モノづくり
⼒において、おのおのの強化に取り組んでおります。これらはまだまだ課題ありです。従って、継
続して改善に取り組んでいくことになります。 

それから、その右サイドの紫のバーが 22 年度の予想でございます。22 年度の 1,800 億円を起点と
して、中⻑期の本格成⻑を⽬指すことになります。 

私どものゴールは、トップメッセージにありますように、⾼収益経営。⾼収益経営というのは、ヒ
ロセ的に⾔えば、安定的に営業利益率 25%以上の⽬標を⽬指すということであります。これを維
持し、中⻑期的に継続成⻑をするように前進したいと思います。 
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次のスライド 4 をお願いいたします。いつも⾒ていただいている中期分野構成⽐のイメージパイチ
ャートであります。パイチャートの内側が 21 年度の実績でありまして、外側が 25 年度の予測で
あります。 

オレンジのゾーン、25 年度、オールコンシューマで 40%の計画であります。⾃動⾞が 20%の構成
⽐と予測しております。産機市場が 35%というのは、25 年度の予測でございます。 

ヒロセの強みの⼀つでもあります、バランスの良いビジネス構造で、変化対応に強い企業体質の確
⽴を⽬指すということで考えております。 
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次のスライド 5 をお願いいたします。これは中期 分野戦略イメージであります。いつも使わせて
もらっているスライドで、内容的には繰り返しであります。 

私ども、中⻑期戦略を G-WING ということで社内呼称をしております。これはグローバルに戦う
翼をつくる戦略ということで、G-WING とネーミングをしております。 

ターゲット市場、コンシューマ、産機、インフラ、⾃動⾞の三本柱に対して、私どものコアキーテ
クノロジーであります、⾼速、⾼周波、ハイパワー、⼩型化・ダウンサイジング、プラスして、両
サイドの絵にありますように、試験、分析、解析⼒を強化して、お客様へ分野横断的な活動によ
り、先⾏・先端・差異化の提案⼒を⾼めたいと考えております。 
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次のスライド、6 ページでございます。市場環境の変化であります。⽣活スタイルの変化に伴い、
価値観の変化を捉えていかないといけないと考えております。従来の質重視に加えて、時としては
量への考慮も必要になるケースが出ています。それから、カーボンニュートラル等の環境対応、
ESG、SDGs 活動の推進、リスクへの対応等、そして想定されるリスクのことも、ここに挙げられ
るように、多くのことが考えられます。 

これらの状況を⾒て、ヒロセのミッションは、「社会課題や変化に対して持続・安定的に対応すべ
き新しい事業機会の創出に、スピード感を持って対応する」と思っております。 
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次のスライド、7 ページでございます。私どもが期待する成⻑市場でございます。スライドの中に
いろいろなアプリケーション・セットを載せてありますが、はっきりと感じることは、つなぐビジ
ネスのポテンシャルがますます拡⼤していると感じております。 
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次のスライド 8 ページでございます。モノづくり⼒&機能強化視点での報告でございます。左サイ
ドは発表済みでありますが、郡⼭の新⼯場が本格的に動き出します。22 年度、スタートいたしま
す。 

23 年度内に竣⼯予定でありますが、多少の遅れはあるかなと思っておりますけども、⾞載、産機
を中⼼とする先端モノづくり⼯場に育てたいと思っております。 

右サイドです。ヒロセ コリア、精密コネクタセンターを増築予定でございます。これは、私ども
のメインプロダクトでありますマイクロコネクタの開発・⽣産⼒の強化の⼀環でございます。いず
れにしてもヒロセ電機の供給⼒、モノづくり⼒を強化して、ヒロセの価値づくりの向上に進みたい
と思っております。 
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それから、スライドの 9 ページになります。これらを⽀える基盤強化ということで載せてございま
す。⼀つは⼈財投資であります。私ども、社内的には⼈財育成深化元年、22 年度強化に加速した
いと考えております。 

それから⼆つ⽬は、ESG 投資でございます。いろいろな課題対応に投資していくということにな
りますけども、変化をチャンスづくりに展開をしたいと考えております。 

それから IT 投資でございます。グループ共通のプラットフォームを今、構築中でございます。⼤
型投資が展開中でありますが、これらは企業の質、量の強化の必須条件ということで認識をして取
り組んでまいりたいと思います。 
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次のスライド、10 ページでございます。ヒロセ技術展の紹介でございます。私どもの技術展は 3
年に 1 回、開催をしております。今回は、「”つなぐ”から未来が創られる。」というスローガンで
臨みます。11 ⽉、横浜会場、12 ⽉、⼤阪会場、未来志向の技術展ということであります。 

お客様への提案をするとともに、お客様の声を、私ども、将来の製品コンセプトにつなげたいと考
えております。 
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最後のスライド 11 ページでございます。22 年度⽅針のまとめであります。 

先を⾒る、読む、先⾒⼒、この先⾒⼒を起点に、そこからの感知⼒、そして反応⼒、アクションに
つなげるということを強化し、前進したいと考えています。 

特なる強化ポイントは、⼀つは技術開発⼒・商品⼒の強化、⼆つ⽬が、モノづくり⼒、三つ⽬が⼈
財育成であります。 

それから、先ほど申し上げました、22 年度はヒロセ技術展、「つなぐ」から未来を創りたいとい
う展開で進めたいと思っております。 

これらの活動を通して、商品⼒とモノづくり⼒で勝負するヒロセグループでありたいと思っており
ます。引き続きのご指導、ご⽀援、よろしくお願いいたします。 

私からは以上でございます。 

須崎：資料に沿った説明は以上になります。 
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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。 

 


