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株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに第129期の事業報告書をお届けするにあたり、株主の

皆様に一言ごあいさつ申し上げます。

当社グループは「健全で利益ある経営」の実現を目指して、

2000年1月に、新長期経営構想「VISION-21 ＆ ACTION-21」

を発表し、「事業構造の革新」と「グループ経営の革新」に向けた

さまざまな施策を展開し、グループ利益の最大化に取り組んで

おります。

2004年度は、これまでに取り組んでまいりました構造改革の

成果が顕在化したことに加え、主力の制御事業および計測機器事業

で売上を伸ばしたことにより、前期に引き続き、史上最高の売上高

と営業利益を達成することができました。これも株主の皆様を

はじめ、お客様、お取引先各位など、多くの皆様のご支援の

賜物と深く感謝しております。

2005年度は当社グループにとって創立90周年を迎える

節目の年です。創立以来、産業・社会システム分野において、常に

その時代の最先端技術でお客様とともに価値を創造し、豊かな

人間社会の実現に貢献してまいりました。これからもこの姿勢を

貫き、最先端技術で未来の人間社会の発展に貢献することによって

「健全で利益ある経営」を実現してまいりたいと考えております。

皆様のご支援のもと「企業価値を最大化する」という目標達成

に向けてまい進してまいります。

2005年6月

代表取締役社長

株主の皆様へ
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第129期の決算のポイント

第129期　決算のポイント
● 昨年度に引き続き史上最高の売上高と営業利益を達成

制御事業
● 売上の伸びと国内市場での受注利益率改善により、営業利益率は8.7%に改善

計測機器事業
● メモリテスタの売上が伸びたことにより増収

コストダウンの効果が一部顕在化せず、営業利益は昨年に比べて減益
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当期のご報告と次期の見通し

第129期の業績概況
主要ビジネスである制御事業においては、海外

市場が引き続き活況だったことに加え、国内市場に

おいても設備投資が堅調で、全体として好調に推移

しました。計測機器事業の主要分野である半導体関連

市場においては、期後半にデジタル家電等の需要低迷

の影響を受け、ロジックテスタ、SOCテスタの市場

で投資が減速しましたが、メモリテスタ分野では

開発投資、設備投資が活発に推移しました。また、

測定器分野については、光通信関連の市況低迷を受け

低調に推移しました。

こうした事業環境のもと、既存顧客からのさらな

る受注増や新規顧客の開拓による売上拡大を実現さ

せるため、積極的な拡販戦略を展開して受注、売上

の拡大に努めました。一方で、グローバルな視点で

生産コストの改善に取り組むと同時に、抜本的な

コスト構造改革を推進し、製品の再設計によるコスト

ダウンから受注の利益率の改善活動に至るまで、

業務全般にわたって付加価値を向上させる取り組み

を展開しました。

この結果、連結売上高は3,871億円（前期比

4.1％の増加）、連結営業利益は248億円（前期比

35.6％の増加）となりました。当期は、増収効果に

加えて、構造改革施策の成果が顕在化したことにより、

大幅な増益となりました。



次期の見通しと今後の経営戦略
当社は、2000年1月に発表した新長期経営構想

「VISION-21 ＆ ACTION-21」により、2005年度

に連結営業利益500億円、連結売上高5,000億円、

連結ROA5％、連結ROE10％を達成することを

当初の連結経営目標として取り組んできました。

この目標達成に向けてまい進することに変わりは

ありません。しかしながら、2006年3月期は連結

売上高4,000億円、連結営業利益350億円、当期

純利益150億円を達成すべき最低限の経営目標と

します。

今後の経営戦略としましては、2010年に制御

事業でグローバルNo.1になることを目指し、海外

ビジネスの成長を加速させていきます。2005年
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4 月には、海外ビジネスを統括する新会社

「Yokogawa Electric International Pte. Ltd.」を

シンガポールに設立しており、海外に軸足を置い

た体制のもとでビジネス拡大を図ります。また、

成長著しい中国市場については経営リソースを

積極的に投入し、韓国、台湾の市場を含めて事業

拡大に取り組みます。

当期はLCDドライバテスタやメモリテスタ、プロ

セスオートメーション向け安全計装システムなど

の大型新製品を相次いで投入しており、2006年

3月期も顧客開拓を積極的に展開していくとともに、

引き続き市場のニーズに合った新製品をタイム

リーに投入していきます。また、2005年4月に発足

した原価企画本部のもと、コスト構造改革活動を

さらに強力に推進していきます。

（注）新長期経営構想の目標として掲げているROAおよびROEは、営業利
益ベースです。グラフ中のROAおよびROEは当期純利益ベースです。
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主要事業のセグメント別概況
当社は、制御事業、計測機器事業、情報サービス事業、航機その他事業という4つの分野で事業を展開しています。

この中から、当社の主力事業となっている制御事業と計測機器事業の概況についてご紹介します。

制御事業は、国内で圧倒的なシェアを誇り、海外でもシェアを

伸ばすなど、安定した成長をみせる事業分野です。また、計測

機器事業は、半導体テスタや光通信向け測定器など、最先端の

計測技術に基づいた製品づくりによって、ビジネスを拡大して

いる事業分野です。

当社では、マーケットの特性が異なるこれら2つの事業を、それ

ぞれ自律的に拡大して強固な事業基盤を築くことで、経済環境や

市場環境の変化にも影響を受けにくい事業構造を実現しています。

プラント向け制御システムを中心とする制御事業は、依然として海外市場におい

て、石油、石油化学、天然ガスなどを中心に大型プロジェクトへの投資が活発に

推移し、当期も売上を伸ばしました。

当期はシンガポールに、生産制御システム向けのアプリケーションソフトウエア

開発を行う「シンガポール・ディベロップメント・センター」を設立し、開発や

ソリューション提案に反映できる体制を構築しました。また、米国ハネウェル社の

オープン化推進プログラムに参加し、当社フィールド機器の新たな販路を開くとと

もに、北米における制御事業の拡大に向けて、米国テキサス州ヒューストンでエン

ジニアリングセンターの建設に着手しました。さらに、市場が急激に成長している

中国を重点市場として位置付け、シェア拡大を目指した取り組みを加速しています。

国内市場においては、素材産業を中心としたリプレース需要が本格的に動き出し

ていることを受け、個々のプロジェクトに対する利益管理体制を強化するなど、事業

収益基盤の磐石化を図るとともに、積極的な受注活動を展開しました。

大型のプロジェクトが相次いで計画されるなど、今後も拡大が予想される海外

市場に対しては、2010年にグローバルNo.１企業になることを目標として、積極的

にリソースを投入していきます。

グローバルNo.１企業を

目指して、海外市場へ

リソースを積極投入

■制御事業売上高推移（顧客所在地別）

制御事業

セグメント別概況



計測機器事業の主要ビジネスである半導体テスタビジネスにおいては、デジタル

家電の需要低迷の影響を受けて市場が調整期に入ったことから、第2四半期以降、

LCDドライバ向けテスタやSOCテスタの受注が低迷しました。一方、主力のメモ

リテスタは、既存顧客からの継続的な受注拡大と新規顧客の開拓が着実に進展し、

前年度と比べて大幅に受注と売上を伸ばしました。

測定器ビジネスでは、製品開発のスピードと効率を向上するため、安藤電気

（株）との統合効果を最大限に引き出すとともに、測定器事業関連のリソースを本社

へ集約して開発部門と営業部門とを一体化した体制を構築することにより、顧客

ニーズを製品開発に迅速に反映できるよう対応力を強化しました。しかしながら、

主要製品である光通信関連の市況が引き続き低迷したことから、測定器ビジネスは

厳しい状況で推移しました。

当期は、LCDドライバテスタ、メモリテスタなどのラインアップを拡充したほ

か、薄型テレビなどフラットパネルディスプレイの本格普及を視野に入れ、第8世

代と呼ばれる大型マザーガラスにまで対応できる大型超精密XYステージを発売

しました。今後も、競争力の強い新製品をタイムリーに市場投入し、受注、売上

の拡大を図ります。
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顧客ニーズを迅速に

開発に反映する

体制を構築

■計測機器事業売上高推移（顧客所在地別）

■部門別売上高 ■地域別売上高

計測機器事業

※億円未満四捨五入
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2010年に制御分野でグローバルNo.1企業になることを目指しているYOKOGAWA。その目標を達成するた

めの鍵となるのは、海外市場での成長です。今回は、YOKOGAWAのグローバル戦略についてご紹介します。

制御事業におけるグローバル戦略

今後のＹＯＫＯＧＡＷＡ

新会社がオフィスを構える

Yokogawa Engineering

Asiaの社屋

もっと知りたい

新会社「Yokogawa Electric International」をシンガポールに設立

YOKOGAWAは2005年4月、日本および中国、韓国、台湾を除く全世界のインダストリ

アルオートメーション（IA）事業を中心とした海外事業を統括する新会社「Yokogawa

Electric International Pte. Ltd.」をシンガポールに設立しました。

制御事業をさらに拡大していくためには、今後も継続的な開発投資を行うことはもとより、

海外のお客様のニーズに合った製品やソフトウエアパッケージを開発し、競争力を強化する

必要があります。YOKOGAWAは、2001年8月にシンガポールに「グローバル・エンジニ

アリング・ソリューション・センター（GESC）」を設立、2004年10月には、ソフトウエア

パッケージの開発拠点「シンガポール・ディベロップメント・センター（SGDC）」を開設し、

開発、生産、エンジニアリングのすべてを海外で行える体制を整えています。

新会社は、グローバルな視点で海外市場を見渡して営業、エンジニアリング、サービスの

機能を統括し、制御分野でグローバルNo.1になるための戦略の策定を行います。軸足を完全

に海外に置いた体制のもとで、YOKOGAWAグループが全世界に持つリソースを効率的に

運用し、海外事業の展開を加速、拡大します。

YOKOGAWAの企業姿勢を訴求する「Vigilance」キャンペーン

YOKOGAWAは、2003年3月から「Vigilance」キャンペーンを展開してきました。国内

の制御市場ではトップシェアのYOKOGAWAが、海外市場での認知度を高めるために始められ

たこのキャンペーンは、「Quality（品質）」「Innovation（革新）」「Foresight（先見性）」とい

うキーワードのもと、高品質な製品づくりや最後までプロジェクトをやり遂げるYOKOGAWA

の企業姿勢を訴求したものです。

当期は、海外のお客様に対して、お客様の「静かでかつ堅牢な、決して止まらない」理想の

プラントを実現する将来ビジョン「VigilantPlant」を発表しました。YOKOGAWAは、この

将来ビジョンをお客様と共有し、それを実現するソリューションを提供していきます。

Vigilanceのロゴ
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北米での事業拡大に向けてヒューストンにエンジニアリングセンターを建設

米国テキサス州ヒューストンは、大手石油・石油化学会社、エンジニアリング会社の

本社や拠点が軒を並べる、世界のエネルギー産業の中心地です。当社の北米地域統括会社

Yokogawa Corporation of Americaは、この地に制御システムビジネスの本部を置き、

北米での事業の拡大を図っていますが、これをさらに加速させるため、ヒューストンに

エンジニアリングセンターを開設することを決定しました。

開設にあたっては、新たに7万3,000平方メートルの土地を取得して自社ビルを建設、

2005年6月をめどに同市内にある現オフィスから移転する予定です。営業やエンジニア

リング要員を増強して、顧客に密着した営業活動を展開し、エネルギー関連、石油化学分野

のプラント計装に関するお客様のニーズに応えるためのソリューション提供の場としてい

きます。

中国市場での受注拡大を目指してリソースを集中投入

成長著しい中国市場については、韓国、台湾の市場を含めて積極的な事業展開と、受注拡大

に向けた取り組みを進めています。

2005年4月には、現地のマネジメント体制を大幅に強化しました。今後も経営リソース

を集中的に投入し、2010年に4,000億円と予想される中国市場で、シェア30%、売上高

1,200億円以上を確保するため、積極的に事業を展開していきます。

生産制御システムとの統合を可能にした安全計装システム「ProSafe－RS」を開発

安全計装システムは、石油・天然ガス・石油化学などのプロセス系各種プラントの状態を

常に監視し、決められた条件を逸脱すると確実に運転を停止させてプラントの安全を確保す

るシステムです。YOKOGAWAは今年2月、安全計装システムの新製品として、「ProSafe-

RS」を市場に投入しました。

新製品「ProSafe-RS」と当社の最新の統合生産制御システム「CENTUMシリーズ」を

組み合わせて使用することにより、今まで別々に構築していた生産制御システムと安全計装

システムとの統合が実現できます。その結果、プラントの情報を一括管理することが可能になる

とともに、生産制御システムの操作・監視用機器から「ProSafe-RS」を操作・監視できる

ようになり、あらゆる面でプラントの安全性が向上します。

また、「ProSafe-RS」は、安全度水準SIL3＊レベルを実現できる安全計装システムとし

て、世界で初めて国際規格「IEC 61511」の認証を受けました。高い安全レベルを実現で

きる製品として、大きな注目を集めています。
＊SIL3・・・安全システムは、第三者による安全性認証（SIL）を受ける必要がある。「SIL3」は、プラントに安全

対策を何も施さない場合と比べて、リスクの度合いを1/1,000から1/10,000に低減できるレベル。

エンジニアリングセンター完成予想図

横河電機（蘇州）有限公司

安全計装システム「ProSafe-RS」
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半導体や通信関連向けなど、最先端の技術が求められる市場に競争力のある製品を投入し、事業規模を拡大す

る計測機器事業。今回は、当期実用化した最新技術と新製品についてご紹介します。

計測機器事業の未来を担う最新技術と新製品

今後のＹＯＫＯＧＡＷＡもっと知りたい

世界で初めて実用レベルの画像伝送に成功した
“40Gbps光パケットネットワーク”

YOKOGAWAは、「40Gbps光パケットネットワークシステム」の試作に世界で初めて成功

し、実用レベルの画像データ伝送を実現しました。この技術により、オフィス内通信網

（LAN：Local Area Network）における超高速での情報のやり取りが可能になります。

光信号を電気信号に置き換えず、光のまま経路を切り替える光パケットスイッチの実用化は、

2015年頃と言われていました。YOKOGAWAは、20年の長きにわたって開発してきた化合

物半導体技術を活用して、昨年、「40Gbps光パケットスイッチ」の開発に成功。さらに今年

１月には、新たに「光バッファ」機能を搭載した「40Gbps光パケットスイッチ」と、新たに

開発したイーサネットインタフェース装備の光パケット送受信機「光メディアマネージャ」に

より、複数の端末をつなぐことのできるリング状のネットワークを構成し、世界で初めて実用

レベルの画像伝送に成功しました。

このネットワークの実現には、「光スイッチ素子」「光ラベル認識回路」「光バッファ」「バー

ストモードクロック・データ再生回路」といった技術が必要です。これらは最先端の技術で

あり、ひとつの企業ですべてを開発することは非常に難しいと言われていましたが、

YOKOGAWAは１社でこのネットワークシステムを実現させました。

今後は、今回開発した光パケットネットワーク技術の運用試験を進め、2006年には製品化

する予定です。製品化した後は、インターネット・データ・センターや放送局、企業などの

巨大なLAN市場を対象として事業展開し、この分野でのデファクトスタンダードを目指すととも

に、周辺機器への応用やさらなる高速製品の開発を進めていきます。

光パケットスイッチ

光メディアマネージャ

光メディアマネージャ�

光メディアマネージャ�光メディアマネージャ�

光パケットスイッチ�

光パケットスイッチ�

光パケットスイッチ�

コンピュータ� サーバー�

光パケット�
ネットワーク概念図�

データストレージ�



次世代大型液晶向けパネルに対応できる大型超精密XYステージを発売

薄型テレビなどの需要が高まる中、液晶やプラズマなどのフラットパネルディスプレイの

生産設備の増強が相次いでいます。YOKOGAWAは、液晶製造装置に使用される位置決め

装置として、第8世代と呼ばれる次世代のマザーガラス基板（2200×2400mm）まで対応

できる大型超精密XYステージを開発しました。

液晶パネルは、大きなガラス基板を利用することでコストダウンが図れることから、メー

カー各社は競ってガラス基板の大型化を進めています。しかし、ガラス基板の大型化に伴い、

製造工程ごとに必要な装置を設計する従来方式では、液晶パネルメーカーからの要求に対応

できなくなりつつあるほか、位置決め精度を維持するために使用されてきた石定盤（石材を

用いた天板）の大型化に伴うコストアップと調達難が大きな課題となっています。

今回開発した新製品は、設計、生産の両面で革新が求められる液晶パネル市場からの要求に

応える高精度位置決め装置です。高精度位置決め技術と構造シミュレーション技術の融合に

よる計測技術に加え、石定盤を使わず鋼製フレームとした機器構造を採用することで、3mも

のストロークで±0.25μmという位置決め精度と大型化を両立させました。

YOKOGAWA初のギガヘルツ帯域デジタルオシロスコープ「DL9000シリーズ」を発売

デジタル家電をはじめ、あらゆる電子機器に組み込まれるデバイスや回路の高速化に伴い、

性能評価や動作試験に使用するデジタルオシロスコープにも高速信号への対応が求められて

います。また、信号を観測する際に、波形を捕捉してから次の波形を捕捉できるまでの時間

を短くして、稀に発生する異常信号のとりこぼしを最少限に抑えることも重要になっています。

このようなニーズをふまえて開発したのが、ギガヘルツ帯域デジタルオシロスコープ

「DL9000シリーズ」です。従来、このクラスのデジタルオシロスコープは、価格帯が200万

円以上で据え置き型のものが主流でしたが、「DL9000シリーズ」は、コストパフォーマンス

の追求をコンセプトに開発し、価格を1GHzタイプで150万円程度に抑えるとともに、

業界最小サイズを実現しました。ギガヘルツ帯域デジタルオシロスコープの販売を通じて、

波形測定器ビジネスの一層の拡大を目指します。

多ピン・高速測定を実現したFPDドライバテストシステム「ST6730」を発売

液晶やプラズマなどのフラットパネルディスプレイ（FPD）の大型化、高精細化が進むに

つれ、ドライバICには、１チップ化・多ピン化・多階調化はもとより、デバイスのインター

フェースの高速化やノイズ対策が求められています。YOKOGAWAは、高機能でハイスルー

プットを実現しながら、テストコストを大幅に削減したいという市場ニーズに応える新製品

として、FPDドライバテストシステム「ST6730」を開発しました。

「ST6730」は、業界初のパーピンデジタイザ＊を採用し、当社従来製品に比べ、階調

テストの100倍の高速化と3倍の高精度化を実現しました。また、従来のドライバICは500ピン

クラスが主流でしたが、「ST6730」は1344ピンまでの対応を可能としました、この発売

により、FPDドライバテスタ市場でのシェア拡大を図ります。
＊パーピンデジタイザ・・・アナログ/デジタルコンバータとメモリを全ピンに配置した演算処理機構

10

第8世代向け大型超精密XYステージ
（3.5m×3.8m×1.6m）

デジタルオシロスコープ
「DL9000シリーズ」

FPDドライバテストシステム
「ST6730」
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■ 細胞を発光させるGFPの発見

電子顕微鏡で見る静止画像ではな

く、生きた細胞内の動いている様子を

観察したい。それは、生物学者にとっ

て、長い間の夢でした。

細胞とは生命の最小単位で、その大

きさは直径5～30μmほど。薄い膜で

被われ、細胞質ゾル（液体）で満たされ

た細胞内には、DNA（遺伝子情報）を

記憶した核やミトコンドリア、小胞体

などが収められています。細胞内では、

小胞と呼ばれる小さな袋が、DNAに

基づいて作られたさまざまなタンパク質

を運んでいるのです。

こうした細胞の観察方法は、発光クラ

ゲ（オワンクラゲ）に含まれる緑色蛍光

タンパク質（GFP）の発見によって飛

躍的に発展します。遺伝子操作でGFP

を遺伝子に組み込むことで、あらゆる

生物のすべての細胞を発光させられる

ようになり、生きた細胞の生命現象が

「いつ」「どこで」「どのようなタイミン

グ」で起こるのかを観察（Live Cel l

Imaging）できるようになったのです。

この技術が発見されて以来、細胞を

染めて動きを観察する研究方法が次々に

発表され、新しい研究分野の細胞生物学

を成長させています。そして、多くの生物

学的問題が解き明かされるようになった

のですが、細胞の様子は、かなりゆっく

りした動きを、毎秒数コマ程度の静止

画像で捉えることが限界でした。

共焦点レーザ顕微鏡の分野において、世界シェアの約20％を誇る

YOKOGAWAの「フルフレーム高速共焦点スキャナCSUシリーズ」。

1980年代後半に始まる研究開発の道程は、数々の課題克服という挑戦の

歴史でもありました。技術のDNAでは、プロセスオートメーションや測定

器に携っていたYOKOGAWAが新たに取り組んだバイオ計測器開発の軌跡

をご紹介します。

■ 2万個のレンズとピンホールを

備えた顕微鏡

光学顕微鏡は、ハロゲンランプなどの

面光源からの光を、面で捉えるカメラ

などを受光器として使うため、測定点

からの光に散乱光やボケが混ざって

しまい、空間分解機能に限界があります。

これに対し、共焦点顕微鏡は、点光源

を点受光することで立体物の1点を正確

に測定できるとともに、ビームを二次元

的にスキャンすれば、スライスした画像

も得られる顕微鏡です。

共焦点顕微鏡の基本原理は、1955年

にマービン・ミンスキー（Ma r v i n

Minsky）によって発明されるのですが、

1966年になると、ぺトラン（Petran）

たちにより、もうひとつの主流となる

マルチ・ピンホール顕微鏡が発明され

ます。この方式は、テレビ開発の初期に

ポール・ニポウ（Paul Nipkow）によって

発明されたスキャナ、ニポウディスク

の原理を応用したものでした。

YOKOGAWAでは、共焦点レーザ

顕微鏡の開発に際し、多数のピンホール

を持つ円盤を回転させて高速で画像を共焦点レーザ顕微鏡で見た牛肺血管内皮細胞

生きた細胞をリアルタイムで捉える 共

技 術 の D N A
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形作るニポウディスク方式の採用を決定

し、検討していました。しかし、光量

の確保など、解決すべき課題は多く、

その克服に5年もの歳月を費やすことに

なったのです。

さまざまな試行錯誤の末、1992年

にスキャナの試作機が完成します。

その構造は、約2万個のマイクロレン

ズを配置した上側のアレイと、約2万個

のピンホールが開けられた下側のディス

クを組み合わせたものでした。

上下2枚のディスクは機械的に結合さ

れていて、モーターで高速回転しながら、

上から照射されるレーザー光をマイクロ

レンズで絞ってピンホールへ送ります。

ピンホールを通ったビームは、対物レンズ

で焦点を調整して試料を照射し、その蛍光

が同じピンホールへ戻り、カメラで受光

される仕組みになっていました。らせん

状のビームが試料の上を走査するため、

二次元のスライス画像も得られたのです。

ひとつのビームをXY軸に分けて

スキャンする従来の光学顕微鏡に比べ、

一度に1,000本ものビームを当てられる

ニポウディスク方式の共焦点顕微鏡は、

高速計測に必要な光量を充分に確保できる

ため、脳細胞や心筋細胞などの高速に

動く細胞を動画で観測することが可能と

なりました。

■ 先進のバイオ計測器からのさらなる進化

1996年3月に、待望の1号機が出荷

されました。ところが、こうした状況に

あっても、YOKOGAWAが共焦点レーザ

顕微鏡を製作していることは、市場では

全くといっていいほど知られていません

でした。

しかし、その性能の素晴らしさから、

共焦点レーザ顕微鏡の存在は次第に認

識されるようになり、1995年5月には、

累計生産台数が100台を記録したの

です。この業績が評価され、「2000年

度市村産業賞貢献賞」と全国発明表彰の

特別賞のひとつ「弁理士会会長賞」の

ふたつの賞を受賞しました。さらに、

2002年には、文部科学大臣賞「科学

技術功労者」、2004年には「大河内

記念技術賞」の受賞という快挙も成し

遂げたのです。

ITバブルが崩壊した2000年以降、

バイオ関連事業は空想からリアルへと

産業構造を大きく変え、市場は大きな

成長をみせています。それに伴って、

共焦点レーザ顕微鏡は多方面から注目を

集めるようになり、2004年には累計

生産台数を800台へと急速に伸ばしま

した。

現在、共焦点レーザ顕微鏡は、国内だ

けでなく海外でも、バイオ関連の細胞計

測分野はもちろん、半導体超微細デバイ

ス、環境分野での表面計測などにおける

先進的なツールとして、一層の活用が

期待されています。

YOKOGAWAでは、「1ミリ秒／画」

という当初の性能目標を達成した今、

さらに「1蛍光分子のリアルタイム

三次元計測」という高精度で高速、高感度

な計測の実現へ向けた研究開発に取り

組んでいます。

共焦点レーザ顕微鏡スキャナ　CSU22

共焦点レーザ顕微鏡づくりへの挑戦
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要約連結財務諸表

科　　　　目
当期 前期　

増　減
2005年3月31日現在　2004年3月31日現在

資産の部

流動資産 233,641 226,566 7,074

現金及び預金 40,720 34,962 5,758

受取手形及び売掛金 116,916 116,964 △48

有価証券 74 1,079 △1,005

たな卸資産 51,136 52,050 △914

繰延税金資産 11,372 10,651 721

その他 15,200 12,214 2,986

貸倒引当金 △1,780 △1,357 △423

固定資産 166,626 170,848 △4,221

有形固定資産 77,825 77,951 △126

無形固定資産 13,627 13,667 △39

投資その他の資産 75,173 79,229 △4,055

投資有価証券 42,514 41,461 1,053

繰延税金資産 23,850 26,749 △2,899

その他 9,721 12,373 △2,652

貸倒引当金 △913 △1,354 441

資産合計 400,268 397,415 2,853

（単位：百万円）

科　　　　目
当期 前期　

増　減
2005年3月31日現在　2004年3月31日現在

負債の部

流動負債 116,506 105,026 11,480

支払手形及び買掛金 37,585 38,879 △1,294

短期借入金 14,244 10,150 4,094

その他 64,675 55,994 8,681

固定負債 110,494 128,220 △17,726

社債 20,000 20,000 －

新株予約権付社債 30,000 30,000 －

長期借入金 28,040 39,459 △11,419

繰延税金負債 312 732 △420

退職給付引当金 6,099 16,220 △10,121

その他 26,041 21,807 4,234

負債合計 227,001 233,247 △6,246

少数株主持分

少数株主持分 4,515 3,821 693

資本の部

資本金 32,306 32,306 －

資本剰余金 35,463 35,445 17

利益剰余金 106,663 99,210 7,452

その他有価証券評価差額金 8,374 7,325 1,048

為替換算調整勘定 △5,871 △5,896 24

自己株式 △8,184 △8,046 △137

資本合計 168,751 160,346 8,405

負債・少数株主持分及び資本合計 400,268 397,415 2,853

受取手形及び売掛金
売上高が増加しましたが、受取手

形及び売掛金の早期回収に努めた

結果、残高は48百万円減少する結

果となりました。また、売掛債権の

回収の早さを示す売掛金残高月数

は、前年度末3.5カ月に対し3.6カ月

となりました。

たな卸資産
前年度末と比較し、たな卸資産は

914百万円減少しましたが、たな

卸資産回転数は7.5回転と前年度

末の7.8回転から0.3回転悪化しま

した。これは海外工場への生産移

管に伴い一時的にたな卸が増加し

たことによるものです。今後は、

たな卸残高の削減に向けた施策を

展開し、たな卸資産回転数の向上

に努めていきます。

長期借入金
機動的な資金調達を目的として

長期借入金を短期借入金にシフト

した結果、長期借入金残高は

28,040百万円と11,419百万円

減少しました。

退職給付引当金／長期未払金
子会社の退職給付制度を一部従来

の確定給付年金から確定拠出年金

へ変更したことに伴い、退職給付

引当金が6,099百万円と前年度末

と比較し10,121百万円減少しま

した。また、これに際し、従業員

に対する精算金が発生したため、

長期未払金が4,813百万円増加し

ました。

連結貸借対照表
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科　　　　目
当期 前期　

増　減2004年4月01日から 2003年4月01日から
2005年3月31日まで 2004年3月31日まで

売上高 387,053 371,943 15,110

売上原価 250,035 241,405 8,630

販売費及び一般管理費 112,261 112,282 △20

営業利益 24,756 18,255 6,501

営業外収益 3,646 4,210 △563

受取利息 379 303 76

受取配当金 1,371 1,431 △60

持分法による投資利益 1,060 1,239 △179

雑益 834 1,236 △402

営業外費用 6,001 7,125 △1,124

支払利息 810 1,094 △284

たな卸資産処分損 586 1,453 △867

たな卸資産評価損 2,211 782 △1,429

為替差損 364 1,698 △1,334

雑損 2,029 2,096 △67

経常利益 22,401 15,339 7,061

特別利益 3,481 6,167 △2,685

特別損失 11,467 17,032 △5,565

税金等調整前当期純利益 14,416 4,475 9,941

法人税、住民税及び事業税 3,055 2,989 65

法人税等還付金 14 78 △64

法人税等調整額 1,193 △23,473 24,666

少数株主利益（控除） 808 736 72

当期純利益 9,372 24,300 △14,927

連結損益計算書 （単位：百万円）

科　　　　目
当期 前期　

増　減2004年4月01日から 2003年4月01日から
2005年3月31日まで 2004年3月31日まで

資本剰余金の部

資本剰余金期首残高 35,445 35,255 190

資本剰余金増加高 17 190 △173

資本剰余金期末残高 35,463 35,445 17

利益剰余金の部

利益剰余金期首残高 99,210 76,777 22,433

利益剰余金増加高 9,378 24,331 △14,953

当期純利益 9,372 24,300 △14,927

その他増加高 5 31 △25

利益剰余金減少高 1,925 1,898 26

配当金 1,824 1,822 2

役員賞与 35 29 5

その他減少高 65 47 18

利益剰余金期末残高 106,663 99,210 7,452

連結剰余金計算書 （単位：百万円）

科　　　　目
当期 前期　

増　減2004年4月01日から 2003年4月01日から
2005年3月31日まで 2004年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,275 8,299 9,975
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,221 △10,171 △1,049
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,305 △11,353 10,048
現金及び現金同等物に係る換算差額 △75 △481 406
現金及び現金同等物の増減額 5,673 △13,707 19,381
現金及び現金同等物の期首残高 34,417 47,809 △13,392
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増加高 － 314 △314

現金及び現金同等物の期末残高 40,091 34,417 5,673

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

販売費及び一般管理費
これまで行ってきたコスト構造改

革効果および費用削減の取り組み

により、売上高・販売費および一般

管理費比率は29.0%と前年度実績

と比べ1.2%改善しました。

特別損失
国内生産体制の再編および安藤

電気（株）との事業統合に関連し、

4,428百万円の事業再編損失と子

会社における退職給付制度変更に

伴う特別損失2,950百万円を計上

しました。

法人税等調整額
収益性が今後改善する見通しと

なったため、前年度、法人税等調整

額を△23,473百万円（利益要因）

計上しました。

キャッシュ・フロー分析
前年度に比べて、税金等調整前当

期純利益が14 ,416百万円と

9,941百万円増加したことによ

り、営業活動のキャッシュ・フロー

は18,275百万円と9,975百万

円増加しました。
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要約個別財務諸表

科　目
当期 前期

2005年3月31日現在 2004年3月31日現在

資産の部

流動資産 157,206 151,051

現金及び預金 18,029 18,738

受取手形 4,462 1,824

売掛金 73,290 74,177

繰延税金資産 9,344 8,962

短期貸付金 38,774 45,614

その他 22,728 22,815

貸倒引当金 △9,421 △21,079

固定資産 170,997 167,350

有形固定資産 41,713 39,416

建物 23,114 23,447

その他 18,599 15,969

無形固定資産 11,715 10,496

投資その他の資産 117,568 117,437

投資有価証券 36,445 35,601

繰延税金資産 22,483 25,060

その他 58,911 57,048

貸倒引当金 △271 △272

資産合計 328,203 318,402

個別貸借対照表

科　目
当期 前期

2005年3月31日現在 2004年3月31日現在

負債の部

流動負債 69,855 58,926

支払手形 1,087 2,128

買掛金 26,773 28,999

短期借入金 2,837 4,782

長期借入金
（一年以内返済予定） 4,236 335

コマーシャルペーパー 8,000 －

未払法人税等 378 49

賞与引当金 6,911 5,561

その他 19,633 17,072

固定負債 95,603 106,349

社債 20,000 20,000

新株予約権付社債 30,000 30,000

長期借入金 25,833 35,296

長期未払金 18,613 19,457

役員退職慰労引当金 － 344

執行役員退職慰労引当金 － 306

その他 1,156 944

負債合計 165,459 165,276

資本の部

資本金 32,306 32,306

資本剰余金 35,276 35,259

資本準備金 35,255 35,255

その他資本剰余金 20 3

利益剰余金 95,055 86,365

利益準備金 5,372 5,372

任意積立金 16,205 16,376

当期未処分利益 73,477 64,616

その他有価証券評価差額金 8,274 7,225

自己株式 △8,167 △8,030

資本合計 162,744 153,125

負債資本合計 328,203 318,402

当期 前期
科　目 2004年4月 1日から 2003年4月 1日から

2005年3月31日まで 2004年3月31日まで

売上高 249,778 220,273

売上原価 173,455 155,624

売上総利益 76,323 64,649

販売費及び一般管理費 62,532 56,796

営業利益 13,790 7,852

営業外収益 6,809 5,631

営業外費用 4,704 4,908

経常利益 15,896 8,576

特別利益 3,380 4,748

特別損失 7,232 35,445

税引前当期純利益又は純損失 12,044 △22,121

法人税、住民税及び事業税 53 49

法人税等調整額 1,475 △22,853

当期純利益 10,515 682

前期繰越利益 63,874 64,846

中間配当額 912 912

当期未処分利益 73,477 64,616

個別損益計算書 （単位：百万円）（単位：百万円）
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90周年のお知らせ

当社は、本年9月1日をもって創立90周年を迎えることとなり

ました。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援

の賜物と心より感謝いたします。

当社の歴史は、1915（大正4）年9月1日、東京市渋谷町に

創設された「電気計器研究所」からスタートしました。以来90年、

第二次世界大戦、高度経済成長、バブルの崩壊など、激動する

社会、経済情勢を乗り越え、今や全世界29か国に18,972人の

社員を擁するグローバル企業へと発展いたしました。

当社をご支援いただきました株主の皆様をはじめ、お客様、

お取引先、地域の皆様に対しまして、この場をお借りして御礼を

申し上げます。

90周年という節目にあたり、本年10月には、当社の創立からの歴史、最新技術、将来のビジネスの方向性を、お客様や

株主の皆様をはじめとするステークホルダーの方々にご理解いただくため、「YOKOGAWA技術未来展」を開催いたし

ます。詳細につきましては、改めてご案内いたします。

これまでご支援いただいてまいりました株主の皆様への感謝の意を込めまして、平成18年3月期の中間配当におい

て5円の記念配当を実施する方針を決定しました。また、平成18年3月期は、当期純利益が増益の見込みであるこ

とから、株主の皆様への還元の充実を目的に普通配当を増額する方針も併せて決定しました。なお、平成18年3月

期の配当金（予想）は以下のとおりです。

中間期 期　末 年　間

平成18年3月期 普通配当 5円00銭
普通配当 10円00銭

配当金予想 記念配当 5円00銭
普通配当 5円00銭 記念配当 5円00銭

合　　計 15円00銭

平成17年3月期 普通配当 3円75銭 普通配当 3円75銭 普通配当 7円50銭

●90周年記念配当の実施および平成18年3月期年間配当の増額方針について

●YOKOGAWAは本年、創立90周年を迎えます。

創業当時の工場
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商号 横河電機株式会社

英文社名 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

創立 大正4年（1915年）9月1日

設立 大正9年（1920年）12月1日

資本金 32,306,071,542円

従業員数 18,972人（連結） 5,112人（個別）

本社 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

支社・支店 中部支社、関西支社、中国支社、九州支社、北海道支店、

東北支店、千葉支店、豊田支店、北陸支店、四国支店、

岡山支店、北九州支店

営業所 北海道、水戸、鹿島、北関東、東部、立川、川崎、新潟、富山、

金沢、長野、静岡、中部、知多、四日市、京滋、奈良、堺、姫路、

水島、徳山、新居浜、南九州、沖縄

海外工場 米国・ブラジル・オランダ・ドイツ・シンガポール・インドネシア・

中国・韓国・インド

海外販売・ 米国・ブラジル・オランダ・イタリア・フランス・オーストリア・

サービス拠点 ベルギー・ドイツ・イギリス・アイルランド・スペイン・

ポルトガル・ハンガリー・スウェーデン・南アフリカ・ロシア・

バーレーン・シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア・

フィリピン・中国・韓国・台湾・インド・オーストラリア・

ニュージーランド

会社概要 / 役員

■会社概要（2005年3月末現在） ■役員一覧（2005年6月24日現在）
代表取締役社長 内田　　勲
取締役専務執行役員 永島　　晃
取締役専務執行役員 勝部　泰弘
取締役専務執行役員 八木　和則
取締役専務執行役員 木村　和彦
取締役専務執行役員 三奈木輝良
取締役常務執行役員 藤井　　隆
取締役 内藤　正久
常勤監査役 溝口　文雄
常勤監査役 内海　岱基
監査役 櫻井　孝頴
監査役 橋本　　徹
監査役 引馬　　滋
常務執行役員 坂東日出彦
常務執行役員 安養寺明彦
執行役員 大塚　雅弘
執行役員 豊則　有擴
執行役員 奥住　俊樹
執行役員 富田　俊郎
執行役員 沖野　清昭
執行役員 清部政一郎
執行役員 田中　博行
執行役員 馬場　英年
執行役員 西村　一知
執行役員 海堀　周造
執行役員 吉田　　隆
執行役員 湯原　仁志
執行役員 松本　澄秀
執行役員 河田　泰紀
執行役員 作野　周平
執行役員 山本　順二
執行役員 柴田　友厚
執行役員 浜口　延正
（注）1．取締役の内藤正久氏は、商法第188条第2項

第7号ノ2に定める社外取締役です。

2．監査役の櫻井孝頴、橋本徹、引馬滋の三氏は、
商法特例法第18条第1項に定める社外監査役
です。
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■会社が発行する株式の総数 483,735,000 株

■発行済株式の総数 253,967,991 株

■株主数 18,842 名

■大株主（上位10名、敬称略）

株主名 持株数（株） 所有比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 32,697,300 12.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 22,068,800 8.69

第一生命保険相互会社 20,197,000 7.95

日本生命保険相互会社 16,132,015 6.35

横河電機株式会社 10,742,035 4.23

みずほ信託退職給付信託（みずほコーポレート銀行口） 6,643,990 2.62

野村信託銀行株式会社（信託口） 6,022,000 2.37

東京海上日動火災保険株式会社 4,694,936 1.85

みずほ信託退職給付信託（みずほ銀行口） 4,617,010 1.82

ガバメントオブシンガポールインベストメントコーポレーションピーリミテッド 3,664,300 1.44

■株価・売買高の推移

1月�2月�3月�4月�5月�6月�7月�8月�9月�10月�11月�12月�1月�2月�3月�

2004年� 2005年�

4月�5月�6月�7月�8月� 9月�10月�11月�12月�
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売買高（千株）�

株価（円）� 日経平均株価（円）�

■所有者別分布状況

■個人株主 18,085名（95.98％）�

■金融機関 95名（0.50％）�

株主数 �
18,842名�

■外国株主 288名（1.52％）�

■自己株式 1名（0.01％）�

■その他法人 338名（1.80％）�

■証券会社 35名（0.19％）�

株式情報

■株式の状況（2005年3月末現在）

■所有数別分布状況

株式数�
 235,967千株�

■金融機関 146,724千株�
　（57.77％）�

■外国株主 56,120千株 �
　（22.10％）�

■自己株式 10,742千株  �
　（4.23％）�

■その他法人 7,823千株�
　（3.08％）�

■個人株主 30,715千株�
　（12.09％）�

■証券会社 1,841千株�
　（0.73％）�



決算期 3月31日
定時株主総会 6月
上記基準日 3月31日　その他、必要がある場合は、あらかじめ公告いたします。
株主確定日

3月31日利益配当金

中間配当金 9月30日
1単元の株式の数 100 株
上場証券取引所 東京証券取引所
名義書換代理人 〒103-8670 東京都中央区八重洲1-2-1

みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 〒103-8670 東京都中央区八重洲1-2-1
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

郵便物送付先 〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7
お問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

電話　0120-288-324（フリーダイヤル）

同取次所 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社　本店および全国各店

公告掲載新聞 日本経済新聞
なお、商法特例法第16条第3項に定める貸借対照表および
損益計算書に係わる情報は、当社ホームページをご覧ください。

株主メモ

広報・IR室 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
TEL.0422-52-5824（株主様専用　9：00～17：00） FAX.0422-55-6492

ホームページでもさまざまな情報をご覧いただけます。

http://www.yokogawa.co.jp/

株主の皆様をはじめ、当社をご支援していただいている皆様へ、当社の情報を迅速にお届けする

ために、横河電機ＩＲ情報メールの配信サービスを昨年より開始し、ご好評をいただいております。

ご登録は当社ホームページにて承っております。 http://ir.yokokogawa.jp

IR情報メール配信登録のご案内


