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社長インタビュー

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

第131期報告書をお届けするにあたり、ごあいさつ

申し上げます。

当社グループは、2006年5月、2010年度をゴールと

する長期経営構想「VISION-21&ACTION-21」第2の

マイルストーンを発表いたしました。2006年度からの

5年間は、これまで実施してきた構造改革により強固と

なった事業基盤をベースに、事業を大きく発展させる

成長のフェーズと位置づけ、2010年度に連結売上高

6,000億円、連結営業利益750億円を達成することを

目標としております。その初年度である当期は、主力の

制御事業が極めて好調だったことから、連結売上高は

4,334億円、連結営業利益は293億円と、ともに4期

連続して過去最高となりました。

本年4月1日、代表取締役社長の内田勲が代表取締役

会長に、取締役の海堀周造が代表取締役社長に就任

いたしました。新体制のもと、健全で利益ある経営を

目指して、経営革新を続けてまいりますので、今後とも

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2007年6月

代表取締役会長 代表取締役社長

株主のみなさまへ 第2のマイルストーン達成に向けて

ごあいさつ

131期の業績について
教えてください。

131期は、主力の制御事業が極めて好調であることを受けて、
受注高は前年比560億円増の4,565億円と、大幅に増加しま
した。また、売上高は4,334億円、営業利益は293億円と、
ともに4期連続して過去最高額を達成しました。営業利益は、
310億円の計画には届きませんでしたが、これは、原価低減
は進んでいるものの目標に達しなかったこと、新事業への

投資が増加したことが主な要因です。計画を達成できなかった

ことは大変残念ですが、制御事業は引き続き好調に推移して

いますし、新事業の事業化も着実に進展していますので、

今後も増収増益を続けていけると確信しています。

制御事業の市場環境は、国内、海外とも大変良好です。

とくに海外では、中国やインドなどのエネルギー需要の増大

スピードと効率を上げて経営戦略を徹底的に実行し

長期経営構想「VISION-21&ACTION-21」

第2のマイルストーンの達成を目指します。

Q1

社長インタビュー　代表取締役 海堀 周造

と、原油高を背景とした石油、石油化学、天然ガスなどの

プラント建設プロジェクトへの積極的な投資がけん引役と

なり、高いレベルで受注が伸びています。制御事業の受注増加

は、次年度以降の売上増加につながりますので、積み上げた

受注残をベースに今後も売上を大きく伸ばしていきます。営業

利益については、将来の成長に向けて開発投資を増やす一方、

原価率の改善を進め、大幅な増益を計画しています。

計測機器事業の主要製品である半導体テスタのビジネス

は、受注、売上、営業利益とも、前年を下回りました。最大の要

因は、液晶駆動用IC向けテスタの需要が低迷したことですが、
2008年の北京オリンピックの開催に向けて、液晶関連の設備
投資が回復すると予想されることから、今後、受注、売上を

拡大できると考えています。テスタビジネスでは、メモリテスタ、

液晶駆動用ICテスタ、SOCテスタなど、当社の得意とする
分野に注力して競争力のある製品を投入していく計画です。

計測機器事業を今後、
どのように発展させて
いきますか。

Q3

好調な制御事業の市場環境に
変わりはないでしょうか。Q2
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第2のマイルストーン達成に向けて

「VISION-21 & ACTION-21」の経営目標

受注高 

2006年度 2007年度 2008年度 2010年度 

売上高 

6,100
億円 

5,100
億円 

4,700
億円 

4,565

（実績） （実績） （実績） （実績） 

億円 
6,000

億円 

4,900
億円 

4,500
億円 

4,334
億円 

2006年度 2007年度 2008年度 2010年度 

営業利益 

2006年度 2007年度 2008年度 2010年度 

750500350
億円 億円 億円 

293
億円 

2006年度 2007年度 2008年度 2010年度 

営業利益率 

12.5%10.2%7.8%6.8%

一方、通信・測定器の市場では、次世代通信ネットワークの

構築計画が急速に動き出しており、光ファイバの敷設や保守

サービスの効率化などに関する市場で回復の兆しが見えて

きています。こうした動きをいち早く促え、当社は、高性能光

ファイバ試験器を市場投入しました。今後も開発のスピード

を上げ、市場拡大に合わせてタイミング良く新製品を投入し、

受注、売上の拡大を図ります。

フォトニクスビジネスについては、40Gbps（ギガビット／秒）
の光通信ネットワークに向けた通信モジュールやサブシステム

の受注、売上が拡大しています。3月には、光通信モジュールを
安定供給するために新設した開発・生産拠点、相模原事業所

が稼動しました。順次、生産ラインの移管を進め、高品質で

量産できる体制を整えてまいります。

半導体や液晶の製造分野向けの位置決め装置を提供する

アドバンストステージビジネスでは、受注が着実に伸びて

います。ライフサイエンスビジネスにおいては、大幅に性能

を向上した共焦点スキャナの新製品を投入し、受注、売上の

4,500億円、営業利益350億円、2008年度は、連結受注高
5,100億円、連結売上高4,900億円、営業利益500億円を
目標といたします。

内田前社長のもとで推進してきた長期経営構想「VISION-
21＆ACTION-21」に基づく経営戦略は、私が確実に引き
継ぎます。私の役目は、スピードと効率を上げて戦略を徹底的

に実行し、この目標を達成することと認識しています。計測、

制御、情報の分野で社会に貢献するという当社の基本姿勢は

変わりませんが、現状に満足することなく改革を続け、永続的

発展を目指してまいります。配当につきましては、配当性向

30％を指標とし、2008年3月期は年間16円の配当を予定
しております。

企業価値の向上に全力を尽くす所存ですので、株主の皆様

には引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ

ます。

拡大を図るとともに、共焦点スキャナの技術と高精度位置

決め技術を組み合わせた創薬支援装置の開発に注力してい

きます。

制御事業については、2008年度の目標受注高を2006年度
に達成しており、当初計画を上回るペースで成長しています。

この事業については、製品競争力の強化を図り、グローバル

No.1を目指して一層の事業拡大を図っていきます。計測機器
事業においては、当社の得意な分野にリソースを集中して

投入し競争力のある製品を開発することにより、収益性の

向上を図ります。新事業については、受注は順調に推移して

いますが、現在は開発投資や償却費の負担が大きい状況です。

事業化を加速すると同時に、量産体制の早期確立を図り、

売上の拡大に努めてまいります。

第2のマイルストーンとして掲げた2010年度の経営目標で
ある、連結受注高6,100億円、連結売上高6,000億円、営業
利益750億円は変わりませんが、これらの事業の状況に鑑み、
2007年度については連結受注高4,700億円、連結売上高

Profile

海堀 周造（かいほり しゅうぞう）

1948年1月31日生まれ。1973年、慶應義塾大学工学部修士課程修了、同年
横河電機入社。入社以来、主として制御事業の技術、エンジニアリング、サービス

等を担当し、2000年、Yokogawa Corporation of America社長に就任。2005年
執行役員IA事業部長、2006年常務執行役員IA事業部長を経て、2006年6月に
取締役。2007年4月に代表取締役社長に就任した。

今後の発展が期待される
新事業の状況は
いかがでしょうか。

Q4

最後に、株主の皆様への
メッセージをお願いします。Q6第2のマイルストーン達成に

向けた課題と施策を
教えてください。

Q5



6第131期　報告書

YOKOGAWAの制御事業

5 横河電機株式会社5 6横河電機株式会社

グローバルに拡大するYOKOGAWAの制御事業

活況な制御市場

制御事業は、中国やインドなどでのエネルギー需要の増大と、

原油高を背景としたエネルギー関連プロジェクトへの積極的な

設備投資に支えられ、好調に推移しています。とくに、中東、

中国、東南アジアの市場の伸びが目覚ましく、今後は、ロシア、

インド、ブラジルなどの市場も伸びてくることが予想されて

います。

YOKOGAWAは、2003年より、「Vigilance（不寝番＝お客様
のプラントを24時間365日休むことなく支えること）」というコン
セプトのもと、海外市場開拓のキャンペーンを行ってきました。

こうした活動に、製品の信頼性やプロジェクト遂行能力に対

するお客様からの評価が加わり、世界市場でYOKOGAWAの
存在感が高まっています。こうした成果と、活況な市場環境が

あいまって、世界各国で大型プロジェクトを受注しています。

また、シェルやシェブロンをはじめ、エアリキード、サンゴバン、

デグサや、ガスプロム傘下のシブール・ホールディングなどの

名だたる企業と優先供給契約や戦略的パートナーシップ協定

などを締結し、グローバルベンダーとしての地位を確立してい

ます。

大規模プロジェクトを次々と受注

YOKOGAWAの制御事業は2002年度から年々売上を伸ばし、
2002年度に65億円だった営業利益は2005年度には261億円に
達しました（旧セグメントで比較）。2006年度も、受注、売上、
営業利益が大幅に増加し、全社の収益を牽引しました。

最近では、サウジアラビアン・オイル・カンパニー（サウジアラムコ）

と住友化学株式会社との合弁会社であるラービグ・リファイニング・

アンド・ペトロケミカル・カンパニーが進めている世界最大級の

石油精製・石油化学統合プラント建設プロジェクト（ラービグ

計画）におけるプラント制御システムを受注しました。これは、

1プロジェクトとしては、当社で過去最高額の受注です。また、
YOKOGAWAのシェアが低かった北米地域においても、シェル・
エクスプロレーション&プロダクション社と、石油・天然ガスプロ
ジェクト向け制御システムを順次、提供していく契約を締結しました。

今後も、海外市場で引き続きプラント投資が堅調に推移する

ことが予想されるほか、国内においても1980年代から90年代
にかけて建設されたプラントの更新が堅調に進むと予測され

ることから、グローバルNo.1を目指して、制御事業を大きく
伸ばしていく計画です。

エチレンプラント 
シェル・ケミカル・LP社 

石油・天然ガスプロジェクト 
シェル・エクスプロレーション＆プロダクション社 

天然ガス開発プロジェクト 
ネーデルランセ・アールドオイリー・マートスカパイ（NAM社) 

製油所オフサイト  
オランダ石油精製会社（ネレフコ社） 

ＬＮＧ受け入れ基地 
サウスホックLNGターミナル社 

原油出荷基地 
シェル・ペトロリウム・ディベロップメント社 

石炭火力発電所 
ウランバートル第4火力発電所 

石油採掘、天然ガス開発プロジェクト 
ペトリウム・ディベロップメント・オマーン社 
（シェル子会社） 

石油精製・石油化学統合プラント 
（ラービグプロジェクト） 
ラービグ・リファイニング・アンド・ 
ペトロケミカル・カンパニー 

石炭火力発電所 
エラーリン・エナジー社 石炭火力発電所 

ロイ・ヤン・パワー社 

原油・天然ガス開発プロジェクト 
（サハリン2） 
チヨテック社、サハリン・エナジー・インベストメント社など 

石油化学プラント 
中海シェル石油化工有限公司 

石油・天然ガス開発プロジェクト 
国営石油会社サウジアラムコ、 
アブダビガス産業公社、 
バーレーン石油会社など 

石油精製プラント 
マンガロール・リファイナリーズ・アンド・ 
ペトロケミカルズ社 

エチレンプラント 
台塑石化股　有限公司 

石油、天然ガス関連
化学関連
発電所関連

近年受注した代表的なプロジェクト
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YOKOGAWAの制御事業

グローバルに拡大するYOKOGAWAの制御事業

制御とは、生産の各工程において、現場の各種センサで

温度、圧力、流量、液位などのさまざまな情報を測定、収集し、

適切な値にコントロール（＝制御）することを言います。当社は、

極めて高い信頼性が求められる石油、石油化学、鉄などの

大規模プラントをはじめ、紙パルプ、電力、ガス、上下水、薬品、

食品、電機その他、幅広い分野のお客様を対象に事業を展開

しています。海外では、石油、石油化学、LNGなど当社が得意
とする分野の市場拡大が目覚ましく、当社もこの波に乗って

受注を拡大しています。

当社は、こうしたプラントの生産工程の自動化を実現する

高度な生産制御システムを核として、現場に設置する流量、

圧力、温度などのセンサ類や分析計、高度制御や安全確保、

生産管理など経営の効率化に寄与する各種ソフトウエア、

そしてこれらを最適なシステムに構築するエンジニアリング

を提供します。さらに、長期にわたって連続稼動するプラント

を24時間365日サポートするサービスも提供しています。

YOKOGAWAの最大の強みは、システムの高い信頼性、
高度なエンジニアリング能力、困難なプロジェクトでも最後

までやり遂げる高いプロジェクト遂行能力です。国内のトップ

メーカーとして長年、積み重ねてきた技術とノウハウは、

海外のお客様からも高く評価され、世界市場における当社

の認知度は大きく向上しています。

2003年から実施してきた、海外の市場開拓キャンペーンの
コンセプトは「Vigilance（不寝番＝お客様のプラントを24時間

365日休むことなく支えること）」。稼動率99.9999958％
（セブンナイン）を誇る統合生産制御システム「CENTUM」
が、連続稼動するお客様のプラントの効率的かつ安定した

運転を支え、YOKOGAWAのグローバルレスポンスセンター
が不眠不休の態勢でお客様をサポートします。システムの

ライフサイクル全体に対する万全のサポートも、お客様から

高く評価されています。

グローバル市場での事業拡大に向けて、製品開発を強化し

ます。お客様にとって理想のプラントを実現する「VigilantPlant」
というビジョンのもとに、生産の改革、資産の最大活用、

安全の確保の面から、最適なソリューションを提供していき

ます。

まずは磐石な地位を築いている国内市場で、生産制御シス

テムのみならず企業経営全体を視野に入れたソリューション

を提供し、事業領域を広げていきます。海外市場においては、

YOKOGAWAの強い地域、市場の伸びが大きい地域で積極
的な事業活動を展開し、トップシェアを築いていきます。また、

成熟した欧米市場においては、設備更新のタイミングをとら

えて他社の牙城を攻略していきます。こうした活動により、

2010年度にはグローバル市場でNo.1を目指します。

0

1,000

2,000

3,000

4,000
（億円） 

2005年度 2006年度 2006年度※ 

受注 

売上 

営業利益 

2007年度 
（計画） 子会社決算日変更

の影響を除いた値 （ （ 

2,609

3,294 3,135 3,350

2,530

3,092

360 350 420

3,180

252

2,885

制御事業の伸び主要製品生産の流れ

制御事業とは YOKOGAWAの強み 今後の戦略

差圧・圧力伝送器

統合生産制御システム

データ収集ステーション

YOKOGAWAは、極めて高い

信頼性が求められるプロセス・

オートメーションの制御を得意

とし、その技術やノウハウを

生かして、多種多様な生産工程

の効率化や、経営情報との統合

を実現する各種ソリューション

を提供しています。

プロセス・オートメーション ファクトリー・オートメーション 

資  源 素  材 産業材料 部  品 部  材 製  品 

精製・精錬  加工  組立  

24時間365日、お客様をサポートするグローバルレスポンスセンター24時間365日、お客様をサポートするグローバルレスポンスセンター

※当社は2006年度より海外連結子会社の決算期の統一を図りました。そのため2006年度は、
中国の子会社については15ヵ月決算となり、その他の海外連結子会社については13ヵ月
決算となっています。
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業績概況

第131期のご報告と今後の見通し

第131期（2006年度）の業績概況
当期は、主力の制御事業が極めて好調に推移したことから、

連結受注高は4,565億円（前期比560億円、14.0％の増加）、
連結売上高は4,334億円（前期比445億円、11.5％の増加）、
連結営業利益は293億円（前期比40億円、15.6％の増加）、
連結経常利益は296億円（前期比32億円、12.2％の増加）と
大幅な増収増益を達成しました。当期純利益については、

2005年度に関連会社株式の売却等により144億円の特別
利益を計上していたことから、前期比で90億円、41.7％減少し、
126億円となりました。
制御事業は、エネルギー需要の高まりや原油高を背景に、

海外市場で石油・石油化学・天然ガスなどのプラント投資が

活発化していることに加え、国内市場でも既存設備の更新

需要や生産設備増強の動きが見られることから、受注、売上

とも好調に推移しました。海外では、市場開拓キャンペーン

“Vigilance”を展開するとともに、お客様に密着した営業活動
を展開してきたことが実を結び、当社の認知度は大きく向上

しています。これに加えて、製品の高い信頼性や優れたプロ

ジェクト遂行能力などが高く評価され、世界各地で数多くの

大型プロジェクトを受注しました。一方、国内市場では、設備

更新や効率化を目的とした生産設備への投資に対応して

積極的な受注活動を展開するとともに、プロジェクトごとの

管理体制を強化することによって収益基盤の強化を図りま

した。これらの結果、制御事業の受注、売上、営業利益は前期

比で大幅に増加しました。

計測機器事業は、次世代ネットワークの構築が進む中で、

光ファイバの敷設や保守サービスの市場に回復の兆しが見ら

れたものの、主要製品の一つである液晶駆動用IC向けテスタ
への投資が低調だった影響を受け、受注、売上、営業利益は

いずれも前期を下回る結果となりました。

新事業その他においては、40Gbps光通信ネットワーク
向けのフォトニクスならびにアドバンストステージの受注、

売上が、ともに伸長しました。一方、その他のビジネスにおい

て、一部、戦略的に縮小しているビジネスがあること、新事業

の開発投資が増加したことから、新事業その他のセグメント

全体では、受注、売上、営業利益とも前期を下回りました。

第132期（2007年度）の見通し
長期経営構想「VISION-21＆ACTION-21」の第2のマイル

ストーンに向けた2年目となる第132期は、連結受注高4,700
億円、連結売上高4,500億円、連結営業利益350億円、連結
経常利益300億円、当期純利益140億円を計画しています。
制御事業においては、海外市場で引き続きプラント投資

が堅調に推移することが予想されるほか、国内においても

1980年代から90年代にかけて建設されたプラントの更新が
堅調に進むと予測されることから、受注、売上、営業利益

ともに増加を見込んでいます。

計測機器事業では、今後、デジタル家電分野で投資の増大

が見込まれることから、液晶駆動用ICテスタの売上拡大を
目指します。また、通信・測定器に関しては、次世代ネット

ワークの構築に伴う市場拡大の機会をとらえて、製品開発の

スピードを上げて受注、売上、営業利益の拡大を目指します。

新事業その他では、フォトニクスやライフサイエンスの

ビジネスがまだ投資段階にあること、新設した相模原事業所の

建物・生産設備の償却費負担がピークとなることなどにより、

営業利益は減少しますが、受注、売上は増加する計画です。

（注）当社では、2006年度より海外連結子会社の決算期の統一を図り
ました。そのため中国の子会社については15ヵ月決算となり、
その他の海外連結子会社については13ヵ月決算となってい
ます。この決算期変更に伴い2006年度実績は、従来と同一の
基準と比べ、連結受注高は168億円、連結売上高は221億円、
連結営業利益は14億円増加しています。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
（億円） 

3,7553,905 4,005
4,565

2004年度 2003年度 2005年度 2006年度 

制御 

計測機器 

新事業 
その他 

2,609

829

567

4,700

2007年度 
（計画） 

3,350

820

530

3,294

783

488

（億円） 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

3,871 3,889
4,334

3,719

2004年度 2003年度 2005年度 2006年度 

制御 

計測機器 

新事業 
その他 

3,092

786

456

2007年度 
（計画） 

3,180

800

520

2,530

819

540

4,500

0

100

200

300

400

500

248

（億円） 

293

制御 

計測機器 

新事業 
その他 

183

253

2004年度 2003年度 2005年度 2006年度 

252

36

-35

360

6

-73

350

2007年度 
（計画） 

420

30

-100

セグメント別受注高 セグメント別売上高構成比

セグメント別売上高

制御 

計測機器 

新事業その他 

4,334億円 

71.4%

10.5%

18.1%

ROE（自己資本利益率）/ ROA（総資産利益率）

ROE
ROA

（%） 

2003年度 2005年度 2004年度 2006年度 
0

10

5

15

20

5.7

11.0

5.3

16.6

2.9

5.5

2.3

6.4

海外売上高 / 海外売上高比率
（%） 

0

30

10

20

40

50
（億円） 

0

1,000

500

1,500

2,500

2,000

52.8

42.6

2004年度 2003年度 2005年度 2006年度 

1,583

2,289

1,8191,782

46.1 46.8

セグメント別営業利益

（注）2006年度より事業セグメントを変更しました。新セグメントでのデータ算出は2005年度から行っています。記載金額は億円未満を四捨五入して表示しています。
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財務データ

連結貸借対照表 （単位：百万円）

受取手形及び売掛金
受取手形及び売掛金は主に売上
高が44,527百万円増加したこと
により、5,479百万円増加しま
したが、売掛債権の回収の早さ
を示す売掛債権残高月数は、前
期末3.8ヵ月から3.7ヵ月へ改善
されました。

有形固定資産
有形固定資産が19,388百万円
増加しました、これは主にフォト
ニクスビジネスの開発生産拠点
である相模原事業所の社屋・設
備への投資及び海外関連会社
の社屋建設によるものです。

受取配当金
受取配当金が3,652百万円増加
しました。これは主に、流動化
した不動産が売却されたことに
伴う特別目的会社からの受取
配当金によるものです。

科目 当期 前期 増減
2007年3月31日現在 2006年3月31日現在

資産の部

流動資産 243,158 239,881 3,277
現金及び預金 38,819 42,194 △3,375
受取手形及び売掛金 134,480 129,001 5,479
有価証券 252 287 △35
たな卸資産 50,133 44,962 5,171
繰延税金資産 10,685 11,420 △735
その他 10,854 13,460 △2,606
貸倒引当金 △2,065 △1,443 △622
固定資産 195,525 177,924 17,600
有形固定資産 109,131 89,743 19,388
無形固定資産 14,275 12,089 2,185
投資その他の資産 72,118 76,091 △3,973
投資有価証券 50,560 54,706 △4,146
繰延税金資産 9,555 13,087 △3,532
その他 12,645 9,056 3,589
貸倒引当金 △642 △758 116

資産合計 438,683 417,805 20,878

科目 当期 前期 増減
2007年3月31日現在 2006年3月31日現在

負債の部

流動負債 154,188 114,699 39,488
支払手形及び買掛金 41,344 40,587 757
短期借入金 18,356 12,150 6,206
社債（一年以内に償還予定） 20,000 ー ー
賞与引当金 14,852 13,162 1,690
その他 59,636 48,800 10,836
固定負債 45,593 73,580 △27,987
社債 ー 20,000 ー
長期借入金 21,273 24,176 △2,903
退職給付引当金 6,223 7,314 △1,091
その他 18,097 22,090 △3,993
負債合計 199,781 188,279 11,501
少数株主持分

少数株主持分 ー 4,959 ー
資本の部

資本金 ー 43,401 ー
資本剰余金 ー 50,348 ー
利益剰余金 ー 123,310 ー
その他有価証券評価差額金 ー 14,863 ー
為替換算調整勘定 ー △2,978 ー
自己株式 ー △4,378 ー
資本合計 ー 224,566 ー
負債・少数株主持分及び資本合計 ー 417,805 ー
純資産の部

株主資本 221,970 ー ー
資本金 43,401 ー ー
資本剰余金 50,355 ー ー
利益剰余金 132,603 ー ー
自己株式 △4,389 ー ー
評価・換算差額等 12,281 ー ー
その他有価証券評価差額金 11,926 ー ー
繰延ヘッジ損益 6 ー ー
為替換算調整勘定 348 ー ー
少数株主持分 4,650 ー ー
純資産合計 238,902 ー ー
負債・純資産合計 438,683 ー ー

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
は、27,313百万円支出が増加
しました。これは主に相模原事
業所及び海外関連会社の社屋
建設に伴う支出増によるもの
です。

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
当期 前期

増減2006年4月 1日から 2005年4月 1日から
2007年3月31日まで 2006年3月31日まで

売上高 433,405 388,877 44,527
売上原価 275,948 245,917 30,031
売上総利益 157,456 142,959 14,496
販売費及び一般管理費 128,181 117,639 10,542
営業利益 29,274 25,320 3,953
営業外収益 7,592 6,446 1,146
受取利息 565 403 162
受取配当金 5,010 1,358 3,652
持分法による投資利益 877 1,655 △778
為替差益 ー 1,643 ー
雑益 1,139 1,385 △246
営業外費用 7,251 5,364 1,886
支払利息 1,097 768 329
たな卸資産処分損 1,263 812 451
たな卸資産評価損 1,813 1,278 535
為替差損 830 ー ー
雑損 2,245 2,505 △260
経常利益 29,616 26,402 3,213
特別利益 540 14,407 △13,866
特別損失 5,035 7,919 △2,883
税金等調整前当期純利益 25,120 32,889 △7,768
法人税、住民税及び事業税 5,152 4,350 801
法人税等還付金 227 35 191
法人税等調整額 6,928 6,545 382
少数株主利益（控除） 703 469 234
当期純利益 12,563 21,559 △8,996

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目
当期 前期

増減2006年4月 1日から 2005年4月 1日から
2007年3月31日まで 2006年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,461 25,636 14,825
投資活動によるキャッシュ・フロー △39,038 △11,724 △27,313
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,096 △14,091 7,994
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,220 1,645 △425
現金及び現金同等物の増減額 △3,452 1,465 △4,918
現金及び現金同等物の期首残高 41,565 40,091 1,474
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増加高 66 8 57
現金及び現金同等物の期末残高 38,178 41,565 △3,386

要約連結財務諸表

「剰余金計算書」の廃止

期間中における剰余金の変動は、2006年5月1日施行の会社法
により新設された「株主資本等変動計算書」（13ページに記載）
で説明されるため、「剰余金計算書」は廃止されました。

貸借対照表において、「資本の部」の区分表示が見直され「純資
産の部」の区分表示が導入

2006年5月1日施行の会社法により、「資本の部」が廃止され、
「純資産の部」が新設されました。これは貸借対照表上、資産性を
持つものを「資産の部」、負債性を持つものを「負債の部」に記載
し、それらに該当しないものを資産と負債の差額として「純資産
の部」に記載するものです。

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

その他流動負債
その他流動負債が10,836百万円増加しました、これは主に相模原事業
所向け設備投資による未払金が増加したことによるものです。

特別利益
特別利益が13,866百万円減少
しました。これは主に、関連会社
であった横河アナリティカルシス
テムズ株式会社の株式売却益
を、前期計上したことにより、
特別利益が一時的に増加して
いたことによるものです。

売上高
売上高は、44,527百万円増加
しました。これは主に、制御ビジ
ネスが国内外で極めて好調に
推移したこと、また、海外子会社
の決算期を3月末に統一したこと
により売上高が22,088百万円
増加したことによるものです。
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財務データ

連結株主資本等変動計算書　当期（2006年4月1日から2007年3月31日まで） （単位：百万円）

前期末残高
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当※

剰余金の配当
役員賞与※

当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
その他

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計
当期末残高

株主資本 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

少数株主
持分

純資産
合計

43,401

ー
43,401

50,348

7

7
50,355

123,310

△1,314
△1,971
△20

12,563

35

9,292
132,603

△4,378

△24
13

△10
△4,389

212,681

△1,314
△1,971
△20

12,563
△24

20
35

9,288
221,970

14,863

△2,936

△2,936
11,926

△2,978

3,327

3,327
348

11,885

396

396
12,281

4,959

△309

△309
4,650

229,525

△1,314
△1,971
△20

12,563
△24

20
35

87

9,376
238,902

ー

6

6
6

個別株主資本等変動計算書　当期（2006年4月1日から2007年3月31日まで） （単位：百万円）

前期末残高
会計年度中の変動額
特別償却準備金の取崩※

特別償却準備金の取崩
固定資産圧縮積立金の取崩※

固定資産圧縮積立金の取崩
剰余金の配当※

剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分

株主資本以外の項目の
会計年度中の変動額（純額）

会計年度中の変動額合計
当期末残高

株主資本 評価・換算差額等

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金

利益剰余金

利益準備金 その他利益剰余金
自己株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

43,401

ー
43,401

46,350

ー
46,350

3,810

0

0
3,811

5,372

ー
5,372

100,143

ー
ー
ー
ー

△1,314
△1,971

5,039
ー
ー

1,754
101,896

194,715

ー
ー
ー
ー

△1,314
△1,971

5,039
△24

2

1,732
196,447

ー

9

9
9

14,601

△2,888

△2,888
11,712

14,601

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

△2,879

△2,879
11,721

209,317

ー
ー
ー
ー

△1,314
△1,971

5,039
△24

2

△2,879

△1,147
208,169

△4,361

△24
1

△22
△4,384

個別貸借対照表

科目 当期 前期
2007年3月31日現在 2006年3月31日現在

資産の部

流動資産 157,093 162,183
現金及び預金 22,036 19,794
受取手形 2,934 1,911
売掛金 77,553 85,735
たな卸資産 15,822 11,448
繰延税金資産 8,002 9,236
短期貸付金 30,430 31,553
その他 7,634 14,700
貸倒引当金 △7,318 △12,194
固定資産 184,660 170,911
有形固定資産 64,919 50,679
建物 33,887 25,852
その他 31,032 24,827

無形固定資産 12,138 11,135
投資その他の資産 107,602 109,095
投資有価証券 45,126 48,930
繰延税金資産 10,003 11,559
その他 52,706 48,849
貸倒引当金 △233 △243

資産合計 341,754 333,095

個別損益計算書 （単位：百万円）

科目
当期 前期

2006年4月 1日から 2005年4月 1日から
2007年3月31日まで 2006年3月31日まで

売上高 239,399 235,581
売上原価 163,119 161,231
売上総利益 76,280 74,350
販売費及び一般管理費 65,674 64,179
営業利益 10,605 10,170
営業外収益 9,005 14,505
営業外費用 4,664 3,678
経常利益 14,946 20,997
特別利益 85 14,838
特別損失 4,588 15,287
税引前当期純利益 10,443 20,548
法人税、住民税及び事業税 55 52
法人税等調整額 5,348 6,691
当期純利益 5,039 13,804
前期繰越利益 ー 72,675
中間配当額 ー 2,432
当期未処分利益 ー 84,046

（単位：百万円）

科目 当期 前期
2007年3月31日現在 2006年3月31日現在

負債の部

流動負債 100,022 64,778
支払手形 745 2,035
買掛金 28,218 22,786
短期借入金 3,544 3,654

長期借入金
（一年以内返済予定） 10,219 3,236

社債（一年以内返済予定） 20,000 ー
コマーシャルペーパー ー 5,000
未払法人税等 224 413
賞与引当金 9,204 8,486
その他 27,868 19,168
固定負債 33,561 58,999
社債 ー 20,000
長期借入金 20,449 22,584
長期未払金 12,126 15,318
その他 985 1,097
負債合計 133,584 123,777
資本の部

資本金 ー 43,401
資本剰余金 ー 50,161
利益剰余金 ー 105,515
その他有価証券評価差額金 ー 14,601
自己株式 ー △4,361
資本合計 ー 209,317
負債資本合計 ー 333,095
純資産の部

株主資本 196,447 ー
資本金 43,401 ー
資本剰余金 50,162 ー
利益剰余金 107,268 ー
自己株式 △4,384 ー
評価・換算差額等 11,721 ー
その他有価証券評価差額金 11,712 ー
繰延ヘッジ損益 9 ー
純資産合計 208,169 ー
負債・純資産合計 341,754 ー

要約個別財務諸表

※2006年6月の定時株主総会における利益処分項目です。

※2006年6月の定時株主総会における利益処分項目です。

「株主資本等変動計算書」が新設

2006年5月1日施行の会社法により、「株主資本等変動計算書」が新設されました。これは貸借対照表の純資産の部の中で、主として
株主の皆様に帰属する株主資本について、その１会計期間における変動事由と変動額をご報告するために作成する計算書類です。

純資産
合計

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株式データ

株式の状況 （2007年3月31日現在）

発行可能株式総数 483,735,000 株

発行済株式の総数 268,624,510 株

株主数 27,418 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） 27,463,600 10.22

第一生命保険相互会社 22,697,000 8.45

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 17,583,900 6.55

日本生命保険相互会社 13,284,615 4.95

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 2.47

オーエム04エスエスビークライアントオムニバス 6,433,100 2.39

横河電機株式会社 5,733,063 2.13

東京海上日動火災保険株式会社 4,694,936 1.75

みずほ信託退職給付信託（みずほ銀行口） 4,617,010 1.72

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 4,482,200 1.67

株式情報

株価・売買高の推移 

2005年 2006年 2007年 
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売買高（千株） 

日経平均株価（円） 株価（円） 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 

所有者別株主分布状況 

所有者別株式分布状況 

個人株主 26,492名 (96.62%)

その他法人 431名 (1.57%)

外国株主 352名 (1.28%) 

金融機関 95名 (0.35%) 

証券会社 47名 (0.17%) 

自己株式 1名 (0.00%)

外国株主 80,570千株 (29.99%) 

個人株主　 33,341千株 (12.41%) 

その他法人 11,537千株 (4.30%) 

証券会社 6,543千株 (2.44%)

自己株式 5,733千株 (2.13%) 

金融機関 130,897千株 (48.73%) 

 

株主数 

27,418名 

株式数 

268,624千株 

15 横河電機株式会社

事業内容

制御事業

ＹＯＫＯＧＡＷＡは、プラントの生産設備の制御・運転監視

を行う分散形生産制御システムを世界に先駆けて開発。

製品の高い信頼性と優れたプロジェクト遂行能力によって

お客様から高い評価をいただき、制御分野のリーディング

カンパニーとして、石油・石油化学・鉄鋼・紙パルプ・薬品・

食品・電力などあらゆる産業の発展を支えています。分散

形制御システムのほか、差圧・圧力伝送器、流量計、分析計

なども提供しています。

計測機器事業

電圧、電流、電力、光パワー、波長などさまざまな物理量

を目に見える情報に変換し、解析する計測機器の提供を

通じて、産業界に貢献しています。電気・電子機器の開発や

生産、また通信インフラの敷設・保守に欠かせない電子計

測器のビジネスでは、国内トップメーカーとして幅広い製品

群を揃えています。また、半導体テスタのビジネスでは、

各種ＩＣに対応した高性能かつ高機能のテスタや、ハンドラ

をラインアップし、最適なソリューションを提供しています。

新事業その他

ＹＯＫＯＧＡＷＡは、計測・制御・情報の分野で培った技術を

活用し、多数の応用技術や応用製品を生み出してきました。

超高速・大容量の通信を可能にする光通信関連機器、フラット

パネルディスプレイや半導体の製造・検査装置向けのＸＹ

ステージ、バイオテクノロジー分野で注目される共焦点

スキャナ、航空機・船舶用の各種計器など、先端技術の粋

を集めた製品群で顧客の幅広いニーズに応えています。

差圧・圧力伝送器分散形制御システム

データ収集ステーション

メモリテスタ

デジタルオシロスコープ

共焦点スキャナ

平面XYステージ

光ファイバ試験器

光通信用モジュール

事業内容
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事業の現場から

Yokogawa Close-up

未来を創る子供たちのために
当社の社会貢献のテーマは、「心」「知」「身」。「心」では、

豊かな環境づくりや人間性の育成、伝統文化の継承や芸術

への支援を、「知」では人財の育成や学術・研究活動の支援を、

「身」では健全な身体づくりや、医療活動支援、災害時の生活

復旧の支援を行っています。

「知」を支える活動では、本社のある武蔵野市の教育委員会

と連携して、「YOKOGAWA理科教室」をスタートさせました。
昨年12月に開催した第1回の理科教室では、武蔵野市在住の
小学5、6年生を当社に招き、「蛍の光でイルミネーション！」
をテーマに実験と講義を行いました。子供たちは、安全な

薬品を使って蛍の光を人工的に再現する実験に挑戦した後、

光の性質や通信への応用についての説明を受け、科学への

興味を深めました。

「身」のテーマでは、武蔵野市ラグビー協会と協力し、ラグ

ビーフェスティバルやラグビー教室を本社グラウンドで開催

しています。対象は、武蔵野市近辺の小・中・高校生。子供

たちの健全な身体づくりはもとより、スポーツを通じて、

チームワークや礼儀、思いやりの心などを学んでもらうこと

を目指しています。昨年の教室では毎回、数十人の子供たち

が、世界レベルの選手の指導を受けて汗を流しました。

「心」のテーマでは、2002年に鎌倉・建長寺の法堂に奉納
された天井画「雲龍図」の制作支援をしたほか、同年奉納され

た京都・建仁寺の法堂天井画「双龍図」の制作も支援しました。

現在は、東大寺本坊襖絵の制作支援を行っています。これは、

本坊の全4室56面の襖絵を制作する壮大なプロジェクトで、
2009年の奉納が予定されています。

「良き市民」として
YOKOGAWAでは、地域に密着したさまざまな社会貢献

活動を行っています。武蔵野市とは防災協定を結び、災害時

にはグラウンドや診療施設、厚生施設を開放することとして

います。また、地元の清掃活動や緑化への取り組みにも積極

的に参加しています。

当社の企業理念には、「YOKOGAWAは計測と制御と情報
をテーマに、より豊かな人間社会の実現に貢献する。

YOKOGAWA人は良き市民であり、勇気をもった開拓者で
あれ」と謳われています。良き市民であること、それが

YOKOGAWAに受け継がれる心です。
社会貢献推進マネージャーの吉田さんは、「社会との共存、

共栄は、企業にとって欠かせないこと」と主張します。「当社

が支援した活動を通じて、子供たちが素晴らしい経験をし、

多くのことを学んで『勇気をもった開拓者』となってくれる

ことを願っています」と夢を語る姿は、熱意に溢れていました。

Profile
吉田 義人（CSR推進室社会貢献推進マネージャー）

ワールドカップなど数多くの大会で活躍し、世界
選抜メンバーにも３回選出された、日本ラグビー
界が誇る名ウイング。2000年、日本人で初めて
フランスプロ・ラグビーリーグ1部リーグに入団。
帰国後は、三洋電機と日本人で初めてのプロ契約
を結んだ。現役引退後の2004年4月、横河電機に
入社。かねてから企業の社会貢献のあり方につい
て想いを抱き、2006年4月、当社の社会貢献活動
を推進する現職に就く。

ラグビー教室で指導を受ける子供たち。

社会との共栄を目指して～YOKOGAWAの社会貢献活動

会社概要

会社概要/役員

会社概要 （2007年3月31日現在）

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 43,401,056,425円

従業員数 19,286人（連結） 5,102人（個別）

本社 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

事業所 小峰事業所、甲府事業所、青梅事業所、駒ヶ根事業所、

金沢事業所、相模原事業所

支社・支店・ 関西支社、北海道支店、東北支店、千葉支店、豊田支店、

中部支店、北陸支店、岡山支店、中国支店、北九州支店、

九州支店、新潟営業所、四日市営業所、水島営業所、

新居浜営業所、沖縄営業所

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・カナダ・メキシコ・ブラジル・アルゼンチン・チリ・

オランダ・イタリア・フランス・オーストリア・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・

アラブ首長国連邦・サウジアラビア・シンガポール・

マレーシア・タイ・インドネシア・フィリピン・ベトナム・中国・

韓国・台湾・インド・オーストラリア・ニュージーランド

役員一覧 （2007年6月27日現在）

代表取締役会長
代表取締役社長
取締役専務執行役員
取締役専務執行役員
取締役専務執行役員
取締役常務執行役員
取締役常務執行役員
取締役
取締役（社外）
取締役（社外）
常勤監査役
常勤監査役
監査役（社外）
監査役（社外）
監査役（社外）
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
常務執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

内田　　勲
海堀 周造
八木　和則
木村　和彦
三奈木輝良
藤井　　隆
山本　順二
成松　　洋
内藤　正久
棚橋　康郎
溝口　文雄
内海　岱基
櫻井　孝頴
橋本　　徹
引馬　　滋
安養寺明彦
田中　博行
小柳　敬史
白井　俊明
黒須　　聡
奥住　俊樹
沖野　清昭
西村　一知
吉田　　隆
湯原　仁志
松本　澄秀
河田　泰紀
作野　周平
柴田　友厚
浜口　延正
瀧岸　眞一
村上　一路
三浦　　明
牧野　　清
村松　康彦
鳥居　　誠
大竹　　眞
中原　正俊
相澤　動太

エンジニアリング・

サービス拠点

営業所



株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

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、あらかじめ公告します。

剰余金の
毎年3月31日および9月30日

配当の基準日

単元株式数 100株

上場証券取引所 東京証券取引所

株主名簿管理人 〒103-8670 東京都中央区八重州1-2-1
みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 〒103-8670 東京都中央区八重州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　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

公告方法 電子公告

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による

公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

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/

IR情報メール配信登録のご案内

投資家の皆様に当社の情報を迅速にお届けするため、横河

電機IR情報メールを配信しております。ご登録は当社ホーム
ページにて承っております。

http://ir.yokogawa.jp/

株主の皆様の声をお聞かせください

より良いIR活動を行っていくため、株主様アンケートを実施
いたします。同封のハガキにて皆様の声をお聞かせいただき

ますようお願いいたします。

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

古紙パルプ配合率100％再生紙 

再生紙および大豆油インキを 
使用しています。 

【お知らせ】 
●株式に関するお手続き用紙のご請求について 

株式に関するお手続き用紙（届出住所・印鑑・姓名等の変更届、配当金振込指定書、名義
書換請求書等）のご請求につきましては、上記株主名簿管理人にてお電話ならびにインター
ネットにより受け付けておりますので、ご利用ください。なお、株券保管振替制度をご利用の
株主様は、お取引口座のある証券会社にご照会ください。 

フリーダイヤル 0120-288-324（みずほ信託銀行 証券代行部） 
インターネットアドレス　http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/

 

●単元未満株式をお持ちの株主様へ 

1単元（100株）に満たない株式を所有の株主様は、1単元
に不足する数の株式を当社から買い増し、単元株とすること
ができます。また、ご所有の単元未満株式を時価にて当社に
売却することができます。買い増し及び売却をご希望の方は、
左記の「みずほ信託銀行 証券代行部」にお問い合わせくだ
さい。 

（ ）




