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第134期中間報告書・横河電機株式会社

To Our Shareholders

株主のみなさまへ
株主の皆様には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げ

ます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
当社グループを取り巻く事業環境は、制御事業で海外を
中心に回復が見られるものの、為替の円高傾向及び国内
企業の設備投資停滞により依然厳しい状況が続いています。
このような中、当社グループは、2009年度と2010年度の
2年間を「次なる飛躍に向けた構造改革の時期」と位置づけ、
固定費の削減と事業ポートフォリオの見直しによる経営
体質の強化に取り組んでおります。
当中間期は、当初計画を上回る固定費の削減を行うなど
業績回復に努め、当初見通しに比べ売上高は増加、営業損失
は改善しましたが、市場の大幅な縮小により、前年同期比で
は減収減益となりました。また、事業ポートフォリオ見直し
に伴い特別損失を計上したことから、最終損益は前年同期
と比べ悪化し、145億円の四半期純損失を計上することと
なりました。これに伴い、中間配当については誠に遺憾ながら、
実施を見送らせていただくことといたしました。株主の皆様
には誠に申し訳なく存じますが、何卒ご理解を賜りたくお願い
申し上げます。
年度後半につきましても依然厳しい事業環境が継続する
ものと考えておりますが、経営体質を強化し、期末配当を
実施できるよう努めてまいります。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。

2009年12月

代表取締役会長 代表取締役社長

アクションプランの実行を加速し、
次なる飛躍に向けた基盤を早期に確立します。

2009年度中間期の
業績について教えてください。

当中間期の当社グループの事業環境は、制御事業の国内

市場で設備投資が大幅に抑制されましたが、海外市場では

エネルギー価格の回復を背景に石油、天然ガスのプロジェ

クトが再開されるなど明るい兆しも見られました。

一方、計測機器事業においては、半導体テストシステム

の市場は、メモリ価格の回復や液晶駆動用半導体の増産

などにより状況は改善しつつあるものの、まだ投資に

結び付くには至りませんでした。また、測定器ビジネス

の市場は、主要顧客である電機・自動車産業の設備投資抑

制により大幅に縮小しました。

このような事業環境のもと、売上高は前年同期比461

億円減の1,507億円となりました。また、営業損益に

ついては、当期重点的に取り組んだ固定費削減の効果

により年初計画からは76億円改善したものの、前年

同期比では74億円減の24億円の損失となり、大幅な

減収減益となりました。一方、最終損益については、

フォトニクスビジネスの事業方針変更に伴う固定資産

の減損損失、有価証券評価損などを特別損失に計上した

結果、145億円の四半期純損失となりました。

2009年度下期は、海外制御市場の回復が続くことが

見込まれ、固定費の追加削減効果も期待できます。しかし、

下期の想定為替レートを年初の１ドル95円から90円に

変更したこと、さらには制御事業の受注済みプロジェクト

のなかに転売品比率の高いものがあり、一時的な利益率の

悪化が予測されることから、下期の営業利益見通しを11

億円下方修正しました。

通期では、売上高は前年度比555億円減の3,210

億円、営業損益については、前年度比72億円減の25億円

Interview 
with the 
President 
and CEO

社長インタビュー

代表取締役社長　海堀 周造

2009年度通期は
どのような見通しですか？
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社長インタビュー

の損失を予想しています。固定費削減を進めるとともに、

受注案件の採算管理を強化して利益率の改善を図り、この

見通しを最低線として収益の改善に努めてまいります。

本年５月の2008年度決算発表の時点では、賞与の

削減や役員・管理職の給与カットのほか、あらゆる費用

の見直しにより、固定費を380億円削減し損益分岐点

売上高を3,300億円まで下げる計画でした。これに

加え、一般社員の給与カットやさらなる経費の削減を

行うことにより、現時点ではさらに90億円追加し通期

で約470億円の削減が実現する見込みです。損益分岐点

売上高は、円高や制御事業の転売品比率の増加による

一時的な利益率の悪化により、3,250億円程度になる

見込みです。

事業ポートフォリオの見直しについては、将来の発展

に向け、2009年度中に制御事業を中心とした新たな

事業ポートフォリオを構築することに取り組んでいます。

すでに、テスタビジネスでのSoCテスタ開発凍結や、

アドバンストステージビジネスでの半導体製造装置向け

ＸＹステージの撤退を行いましたが、今回、フォトニクス

ビジネスについて、従来の事業方針を変更することを

決定しました。主力製品である光通信向けトランス

ポンダを中心に事業の黒字化に取り組んできましたが、

ビジネスの競争環境及び収益見通しを再検討した結果、

事業の早期黒字化は困難と判断したものです。今後は

次世代製品への投資は行わず、現行製品の製造・販売に

特化することで黒字化を目指します。

また、計測機器事業のうち測定器ビジネスについ

て、ビジネスの再編を行いました。スタンドアロン型

の電子・光測定器については、市場が拡大する新興国

を新たなターゲットとし、コスト競争力を第一とする

事業活動を展開します。国内では、お客様の生産効率や

開発効率を上げるための計測ソリューションビジネス

に取り組むこととし、その第一弾として、本年10月に

リチウムイオン電池の計測ソリューションを担当する

組織を新設しました。成長分野をターゲットとして、新た

な計測ソリューションビジネスを展開してまいります。

温暖化ガス排出量25％削減の政府目標は、産業界の

省エネ・環境保全への取り組みを加速し、日本の産業構造

自体を変革させることにもつながると考えています。

当社は、今後本格化する低炭素社会の実現に向け、企業

としての取り組み姿勢を明確にするとともに、これを

ビジネスチャンスととらえて体制を整備していきます。

当社は長年、お客様と共に省エネ・環境保全に取り

組むと同時に、社内でも省エネ・環境保全の取り組み

を積極的に進めてきました。これに加え、現在では、エネ

ルギー管理士の国家資格をもつ省エネ診断士を社内で

育成し、生産プロセスのエネルギー使用状況の診断、無駄

の「見える化」からエネルギー削減までをサポートする

コンサルティングの体制を構築しつつあります。従来

は、社内の複数の部署でこれらに取り組んできました

が、今回、グループ内の省エネ・環境保全活動及び省エネ・

環境ビジネスを統括するChief Green Officer（最高

環境責任者）を任命し、全社のリソースを一元的に運用

することで、省エネ・環境保全ビジネスを将来の柱の一つ

として推進していくことを決定しました。関係省庁と

連携し、必要に応じて他社とのアライアンスも検討しな

がら、製品・ソリューションの提供からコンサルティング

まで、総合的な省エネ貢献ビジネスを展開していきます。

当社は計測・制御・情報の三つの技術を併せ持ち、産業

界に広く経営効率向上のソリューションを提供してきま

した。これに加え、人類社会の緊急の課題である環境保全

でも大きな役割を果たせると考えています。今後の社会、

経済の発展にとって、この二つを両立させていくことは

不可欠です。長年、産業界の省エネ実現のお手伝いをして

きた当社は、この分野で大きな発展のポテンシャルを

もっています。このポテンシャルを充分に生かすという

意味でも、本年度中に事業の選択と集中を実行し、事業

ポートフォリオを再構築するとともに、新たな成長シナ

リオを描いていきたいと考えています。

今後とも皆様の変わらぬご支援をお願い申し上げます。

固定費削減のアクション
プランの進捗状況について
教えてください。

事業ポートフォリオ見直しの
アクションプランの進捗状況
について教えてください。 省エネ・環境ビジネスへの

取り組みを教えてください。
今後のYOKOGAWAを
どのように発展させていき
たいと考えていますか。
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3
News@ 高い精度と安定性を実現した

２線式電磁流量計「ADMAG AXR」を発売
ITを活用した当社の省エネ活動に高い評価
「グリーンITアワード2009」で経済産業大臣賞を受賞

測定管内に障害物を置くことなく導電性液体の流量を測

れる電磁流量計は、化学、鉄鋼、食品などの工場や上下水道

における主要な流量計の一つです。当社は従来、4線式（注1）

の電磁流量計を開発、販売してきましたが、このたび当社初

の2線式電磁流量計「ADMAG AXR」を開発、発売しました。

2線式電磁流量計は、専用の電源盤が不要で配線も4線式

の半分になるため、低コストで導入できる、消費電力が50

分の1になるなどの利点があります。「ADMAG AXR」では、

当社が甲府事業所で取り組んできた「生産ラインにおけ

るエネルギー無駄ゼロへ導くIT活用」が、グリーンIT推進

協議会が主催する「グリーンITアワード2009」で経済産

業大臣賞を受賞しました。この賞は、「ITの省エネ」及び「IT

による社会の省エネ」を両輪とする「グリーンIT」の取り組

みを一層加速することを目的としたもので、当社は「ITに

よる社会の省エネ」の分野で最高位の賞を受賞しました。

甲府事業所では、自社開発した送水ポンプ省エネ制御

システム「エコノパイロット」や工場エネルギー管理シス

テム「Enerize」の導入により、設備の省エネや、生産計画

と連携したエネルギーの無駄の削減活動に取り組んで

きました。受賞にあたっては、これらのシステムの導入

に加え、地道な改善活動や、工程ごとのエネルギー使用量

電子回路の徹底した低消費電力化

を図ることにより、ノイズ低減に効

果のある二周波励磁方式（注2）の採

用に成功し、4線式に匹敵する高い

精度と安定性を実現しました。当社

は「ADMAG AXR」のラインアップ

追加により、電磁流量計分野で世界

シェア1位を目指します。

の監視などの工夫の積み重ねも高く評価されました。

当社は、今回の受賞を励みに、工場の省エネ、二酸化炭素

排出量削減に役立つ製品の開発、提供に努め、地球環境保全

に貢献してまいります。

News @ YOKOGAWA

1
News@

VigilantPlantによるブランド構築への取り組みが評価され
「第1回日本マーケティング大賞」で奨励賞を受賞

社団法人日本マーケティング協会が主催する「第1回

日本マーケティング大賞」で、当社の「IA事業によるB to B

ブランディング」が奨励賞を受賞しました。この賞は、消費

者の生活の向上と経済・社会の活性化に寄与する活動を

奨励し、日本におけるマーケティング活動の理解を高める

ことを目的に新設されたものです。

受賞の対象となったのは、当社が制御事業の拡大を

加速するために展開してきたマーケティング活動です。

2005年から理想のプラントを実現するビジョン

「VigilantPlant」を掲げて海外市場の開拓に取り組み、

大手企業と競合するなかで業界での地位を大きく向上する

とともに、国内にもこのビジョンを展開し、B to B市場に

おけるブランド構築で大きな成果を上げたことが高く評価

されました。当社は今後も「VigilantPlant」のビジョンの

もとにお客様の最適な操業を支援し、制御市場における

シェア拡大を図っていく方針です。

省エネの要
かなめ

となる新製品
工場エネルギー操業支援システム「Enerize E3」を発売

当社は、工場の生産情報とエネルギー情報を統合し、エネ

ルギーに関する操業指標を明らかにすることで工場全体の

エネルギー最適化を支援する、新しいコンセプトの工場エネ

ルギー操業支援システム「Enerize E3」を発売しました。

各企業では、設備の省エネから一歩進んで、工場全体での

エネルギー最適化が必要となっています。「Enerize E3」で

は、生産情報とエネルギー情報を同一システム上で統合して

管理でき、今まで行えなかったエネルギー使用量や二酸化

炭素排出量の工程別、ロット別生産高原単位の把握が可能

となります。これにより、製品の品質を保ち、生産効率を向

上させつつ、エネルギーの最適化を図ることができ、お客

様の操業の最適化に大きく貢献します。

当社は将来の柱の一つとして省エネビジネスを発展

させていくため、エネルギー管理士の国家資格をもつ省エネ

診断士の社内育成を進めています。この省エネ診断士が、

「Enerize E3」を用いてエネルギーに関する操業指標を

見出し、エネルギー管理手法を提案することにより、工場

全体のエネルギー最適化を支援していきます。

＊甲府事業所の取り組みについては、14ページをご覧ください。

（注2）二周波励磁方式
流量計内のコイルに電流を流して磁界を発生させる（励磁）際に、低周波と高周波の二つの周波数成分をもつ電流を流す当社独自の励磁方式。低周波
励磁の安定性と高周波励磁の耐ノイズ性という長所を併せ持ち、単周波での励磁よりも高精度かつ安定した測定を可能にします。

（注1）2線式と４線式
４線式は、電源供給用１対、信号伝送用１対の計４本のケーブルを使用する方式。これに対して２線式は、電源供給と信号伝送を１対のケーブルを共用
して行う方式。

経済産業大臣政務官の高橋千秋氏（右）から賞状と盾が手渡されました。

4
News@

2
News@
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第134期中間期のご報告と今後の見通し
第134期（2009年度）中間期の概況
当中間期（第２四半期累計期間）における世界経済は、各国
政府による大規模な景気刺激策や金融安定化策の結果、地域
的な差はあるもののおおむね最悪期を脱し、一部に景況感の
回復も見られました。設備投資については、日本、欧州、北米
など先進国では大幅な投資抑制により低調に推移しました
が、中東、アフリカを中心とする資源国では、エネルギー価格
の回復を背景にプロジェクトの再開などの動きが見られ
ました。このような事業環境のもと、当社グループは、経営
効率の向上及び固定費削減による損益分岐点の改善など
企業体質の強化に重点的に取り組みました。
これらの結果、当中間期における連結経営成績は、売上高
1,507億円、営業損失24億円、経常損失41億円、四半期
純損失145億円となり、当初予想と比べ売上高は増加し営業
損失は縮小しましたが、前年同期との比較では減収減益と
なりました。四半期純損益は、投資有価証券のうち時価が
著しく下落したものについて減損処理を行い投資有価証券
評価損を計上したこと、事業の選択と集中の方針に基づき
フォトニクスビジネスの今後の事業方針を見直し同ビジネス
の固定資産の減損損失を計上したことから、前年同期と比べ
大幅に悪化しました。

制御事業
海外市場では、エネルギー価格の回復を背景に中東、アフ
リカ、オーストラリアなどの地域で、延期されていた石油・
天然ガス関連の新規プラント建設のプロジェクトが着工
されるなど回復の動きが見られました。国内市場においては、
企業業績の悪化と国内素材・エネルギー市場の低迷を背景に
大幅な設備投資抑制が継続し低調に推移しました。こうした
市場環境を受け、売上高は1,245億円、営業利益は84億円
と、前年同期と比べ減収減益となりました。

計測機器事業
計測機器事業のうち半導体テストシステムの市場では、
メモリ価格の回復や液晶駆動用半導体の増産などにより
状況の改善が見られましたが、半導体メーカ各社では大幅
な設備投資の抑制が続きました。測定器ビジネスの市場も、
主要顧客である電機・自動車産業の設備投資抑制により
大幅に縮小しました。フォトニクスビジネスの市場では、
海外通信キャリアの設備投資抑制を背景に通信装置メーカ
からの需要が低迷しました。こうした厳しい市場環境を
受け、売上高は134億円と、前年同期と比べ大きく減少し
ましたが、費用の抑制などにより営業損失は111億円と、
わずかながら改善しました。

その他事業
その他事業においては、売上高は128億円と、前年同期と
比べ減少しましたが、営業利益は3億円と、改善しました。

第134期（2009年度）通期の業績見通し
売上高は、計測機器事業で、主にフォトニクスビジネスの
事業方針の変更により減少するものの、制御事業では、海外
市場の回復基調を背景に増加が見込まれるため、60億円上方
修正しました。営業損失及び経常損失は、全事業セグメントを
通じての固定費の削減と制御事業での売上高の増加に伴う
粗利の増加が見込まれることから、それぞれ65億円上方修正
しました。当期純損失は、第２四半期に投資有価証券評価損
15億円及びフォトニクスビジネスの固定資産の減損損失53
億円等を計上したことにより、20億円下方修正しました。　
これらの結果、通期連結業績予想については、売上高
3,210億円、営業損失25億円、経常損失65億円、当期純損
失200億円に変更しました。
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＊

＊

＊第3四半期以降の前提為替レート

2,433

-25

881

Business Review

（注）2009年度から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2008年度実績より行っています。
　　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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（単位：百万円）

　科目
当第2四半期
連結会計期間末
2009年9月30日

前連結会計年度末
2009年3月31日 増減

負債の部
流動負債 119,392 113,126 6,266 
　支払手形及び買掛金 24,212 28,886 △4,674 
　短期借入金 35,634 12,686 22,948 
　賞与引当金 7,601 8,841 △1,240 
　未払金 11,518 14,657 △3,139
　その他 40,427 48,056 △7,629 
固定負債 95,599 116,824 △21,225 
　長期借入金 80,107 101,597 △21,490 
　退職給付引当金 3,114 3,192 △78 
　その他 12,378 12,035 343 
負債合計 214,991 229,950 △14,959 
純資産の部
株主資本 163,443 179,902 △16,459 

　資本金 43,401 43,401 0 
　資本剰余金 50,344 50,345 △1 
　利益剰余金 80,677 97,134 △16,457 
　自己株式 △10,979 △10,978 △1 
評価・換算差額等 △11,761 △12,678 917 
　その他有価証券評価差額金 2,481 17 2,464 
　年金負債調整額 △360 △384 24 
　為替換算調整勘定 △13,882 △12,311 △1,571 
少数株主持分 3,811 3,783 28 
純資産合計 155,494 171,008 △15,514 
負債・純資産合計 370,485 400,959 △30,474 

Financial Statements

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

要約連結財務諸表

コマーシャル・ペーパーの返済が増加したことから、財務活動に
よるキャッシュ・フローは前年同期と比べ24億70百万円支出が
増加しました。

財務活動によるキャッシュ・フロー9

主として設備投資の絞り込みにより、投資活動によるキャッシュ・
フローは前年同期と比べ67億8百万円支出が減少しました。

投資活動によるキャッシュ・フロー8

フォトニクスビジネスの事業方針の変更に伴い同ビジネスの固定資
産の減損損失53億45百万円を計上したこと、事業構造改善費用6億
21百万円、販売用ソフトウエア評価損5億62百万円を計上したこと
などから、特別損失が前年同期と比べ53億11百万円増加しました。

特別損失6

設備投資の抑制による市場環境の悪化及び円高の影響により、売上
高が前年同期と比較して461億35百万円減少しました。

売上高5
1年以内に返済期限を迎える長期借入金240億30百万円を短期借
入金に振り替えたことにより、前年同期に比べ、短期借入金が229
億48百万円増加し、長期借入金が214億90百万円減少しました。

短期借入金／長期借入金3

主として利益剰余金が164億57百万円減少したことにより、株主
資本が164億59百万円減少しました。

株主資本4
フォトニクスビジネスにおける固定資産の減損損失53億45百万
円の計上及び設備投資の抑制などにより、固定資産が89億78百万
円減少しました。

固定資産2

売掛金の回収を促進したこと及び売上高が前年同期と比較して
461億35百万円減少したことから、受取手形及び売掛金が128
億71百万円減少しました。

受取手形及び売掛金1

2

1

3

3

4

5

6

7

8

9

主として税金等調整前四半期純利益が前年同期と比較して148億
75百万円減少したことから、営業活動によるキャッシュ・フローは
前年同期と比べ55億74百万円収入が減少しました。

営業活動によるキャッシュ・フロー7

連結貸借対照表

　科目
当第2四半期
連結会計期間末
2009年9月30日

前連結会計年度末
2009年3月31日 増減

資産の部

流動資産 202,935 224,431 △21,496 

　現金及び預金 54,257 56,987 △2,730 

　受取手形及び売掛金 97,516 110,387 △12,871 

　有価証券 411 ー ー 

　商品及び製品 18,224 20,842 △2,618 

　仕掛品 11,485 11,583 △98 

　原材料及び貯蔵品 11,269 12,281 △1,012 

　その他 12,722 15,280 △2,558 

　貸倒引当金 △2,952 △2,931 △21 

固定資産 167,550 176,528 △8,978 

　有形固定資産 92,332 101,715 △9,383 

　無形固定資産 29,894 29,713 181 

　投資その他の資産 45,324 45,099 225 

　　投資有価証券 33,075 31,111 1,964 

　　その他 12,894 14,568 △1,674 

　　貸倒引当金 △645 △580 △65 

資産合計 370,485 400,959 △30,474 

連結損益計算書 （単位：百万円）

　科目
当第2四半期
連結累計期間

2009年4月  1日から
2009年9月30日まで

前第2四半期
連結累計期間

2008年4月  1日から
2008年9月30日まで

増減

売上高 150,655 196,790 △46,135 

売上原価 103,471 129,263 △25,792 

売上総利益 47,184 67,527 △20,343 

販売費及び一般管理費 49,564 62,547 △12,983 

営業利益（△損失） △2,380 4,979 △7,359 

営業外収益 1,149 1,325 △176 

　受取利息 112 90 22 

　受取配当金 351 459 △108 

　持分法による投資利益 308 406 △98 

　その他 377 368 9 

営業外費用 2,872 1,902 970 

　支払利息 1,022 743 279 

　為替差損 406 93 313 

　その他 1,443 1,064 379 

経常利益（△損失） △4,102 4,403 △8,505 

特別利益 323 1,382 △1,059 

特別損失 8,793 3,482 5,311 

税金等調整前四半期純利益（△損失） △12,572 2,303 △14,875 

　法人税、住民税及び事業税 1,420 2,159 △739 

　法人税等調整額 334 △4,117 4,451 

　少数株主利益 208 472 △264 

四半期純利益（△損失） △14,535 3,789 △18,324 

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

　科目
当第2四半期
連結累計期間

2009年4月  1日から
2009年9月30日まで

前第2四半期
連結累計期間

2008年4月  1日から
2008年9月30日まで

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,231 20,805 △5,574 

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,214 △13,922 6,708 

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,217 △7,747 △2,470 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △807 △173 △634 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,008 △1,036 △1,972 

現金及び現金同等物の期首残高 56,833 30,209 26,624 

連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131 ─ ─

現金及び現金同等物の四半期末残高 53,957 29,172 24,785 
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Share Information

株式情報
株式の状況(2009年9月30日現在)

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数

600,000,000 株
268,624,510 株

35,224 名

大株主(上位10名、敬称略)
株主名 持株数

(株)
所有比率

(%)

第一生命保険相互会社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

日本生命保険相互会社

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

横河電機株式会社

横河電機持株会

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託（みずほコーポレート銀行口）

東京海上日動火災保険株式会社

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託（みずほ銀行口）

モルガンスタンレーアンドカンパニーインク

22,697,000

18,763,800

14,284,615

13,224,200

11,040,388

7,751,480

6,643,990

4,694,936

4,617,010

4,017,974

8.45

6.99

5.32

4.92

4.11

2.89

2.47

1.75

1.72

1.50

株価・売買高の推移
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40,000
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2,000
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1,000
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0

売買高（千株）

日経平均株価（円）当社株価（円）

5月4月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 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

日経平均株価

当社株価

所有者別株主分布状況

所有者別株式分布状況

株主数
35,224名

個人株主
その他法人等
外国株主
金融機関
証券会社
自己株式

(97.57%)
(1.12%)
(1.00%)
(0.20%)
(0.11%)
(0.00%)

34,367名
394名
352名
70名
40名
1名

株式数
268,624千株

外国株主
個人株主
その他法人等
証券会社
自己株式
金融機関

(22.73%)
(18.80%)
(5.50%)
(3.48%)
(4.11%)
(45.38%)

61,061千株
50,500千株
14,784千株
9,336千株
11,040千株
121,901千株

障害者雇用促進のための特例子会社、
横河ファウンドリーが設立10周年を迎える
当社グループにおける障害者雇用をさらに促進するため1999年9月に設立
した特例子会社、横河ファウンドリーが、10周年を迎えました。同社では、知的
障害や発達障害のある社員を採用し、名刺・銘板の制作、経理データの入力、
各種機器の解体分別作業などを行っています。各自の個性や特性に合った仕事を割り当てるとともに、自信をつけて能力
を伸ばす工夫をしており、障害者雇用の成功例として多くの企業や福祉・教育関係者などが視察や見学に訪れています。
同社では設立10周年を記念して、社員が寄付を出し合って、中国青海省の小学生に文房具セットを寄贈しました。
文房具の購入や受け渡しは中国の現地法人である横河電機（中国）が行いました。

主要生産拠点の一つである中国の横河電機（蘇州）が、当社グループで初めてお客様によるCSR監査を受けました。今回、
監査に訪れたのは、デンマークに本社を置く世界的な医薬品メーカー、Novo Nordisk社。CSRへの取り組みが進んでいる
欧州においても、とくにCSRを重視した先進的な経営姿勢が高く評価されている企業です。
CSRに関する国際基準は無いため、監査はNovo Nordisk社独自の監査基準により行われました。環境保全、労働安全
衛生、労務管理、人権尊重、企業倫理など、多岐にわたって監査がなされましたが、不適合項目は無く、「これまで監査をしてきた
なかでもBEST」という評価をいただきました。当社は今後もグループ全体でCSRを重視した経営を推進してまいります。

お客様のCSR監査で高い評価を受ける

YOKOGAWA    CSRの

寄贈された文房具を手にする子供たち

横河武蔵野FCジュニアチーム、
ユースチームが全国大会で活躍
今夏開催された「第33回全日本少年サッカー大会」で、当社子会社が運営す
る横河武蔵野FCジュニアチームが3位に入賞しました。この大会は、全国の
7,749のチームから勝ち上がってきた47都道府県の代表が集う、小学生
唯一の全国大会です。横河武蔵野FCジュニアチームは、激戦区である東京都
の代表として7年ぶりに同大会に参加し、Jリーグのジュニアチームなど
各地の強豪を破って見事、3位に輝きました。
また、横河武蔵野FCユースチームは、ユースクラブチーム（18歳以下）の日本一を決める「第33回日本クラブユース
サッカー選手権大会」に13年ぶりに出場。決勝トーナメント出場は逃したものの、Jリーグのユースチームとレベルの
高い試合を繰り広げました。当社はこうした活動を通じて、青少年の健全な育成を支援していきます。

全国3位に輝いたジュニアチームの活躍
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Corporate Information

会社概要／役員
会社概要 (2009年9月30日現在)

商号

英文社名

創立

設立

資本金

従業員数

本社

事業所

支社・支店・
営業所

海外工場

海外販売・
エンジニア
リング・
サービス
拠点

横河電機株式会社

Yokogawa Electric Corporation

大正4年（1915年）　  9月1日

大正9年（1920年）　12月1日

43,401,056,425円

19,913人（連結）　5,543人（個別）

〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

甲府事業所、小峰事業所、相模原事業所、青梅事業所、

駒ヶ根事業所、金沢事業所

関西支社、東北支店、千葉支店、豊田支店、中部支店、

北陸支店、水島支店、中国支店、北九州支店、

九州支店、新潟営業所、四日市営業所、新居浜営業所、

沖縄営業所

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

米国・カナダ・メキシコ・ブラジル・アルゼンチン・
チリ・コロンビア・ペルー・オランダ・オーストリア・
ベルギー・ブルガリア・チェコ・フランス・ドイツ・
ハンガリー・アイルランド・イタリア・ノルウェー・
ポーランド・ポルトガル・ルーマニア・スロバキア・
スペイン・スウェーデン・スイス・イギリス・ロシア・
カザフスタン・ウクライナ・南アフリカ・アンゴラ・
バーレーン・エジプト・イラン・クウェート・オマーン・
カタール・サウジアラビア・アラブ首長国連邦・
シンガポール・インドネシア・マレーシア・フィリピン・
タイ・ベトナム・インド・中国・韓国・台湾・オーストラリア・
ニュージーランド

役員一覧 (2009年9月30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（社外）
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

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
内藤　正久
棚橋　康郎
勝俣　宣夫

小柳　敬史
牧野　　清
引馬　　滋
池田　輝彦
壱岐　浩一

白井　俊明
黒須　　聡
笹田　　学
作野　周平
湯原　仁志

奥住　俊樹
河田　泰紀
三浦　　明
鳥居　　誠
山田　　博

YOKOGAWA

Close 
-up

■自社製品の活用により、大幅な省エネルギーを実現
生産現場では、電気、ガス、冷水、温水、蒸気などさまざまな形でエネ

ルギーが利用されていますが、省エネを実現するには、これらのエネ
ルギーの使用量を生産ラインや装置ごとに把握することが必要です。
甲府事業所では、自社のエネルギー管理システムである
「InfoEnergy」や「Enerize」などを導入し、生産情報とエネルギー情報
を連携させて、製品の工程別、ロット別にエネルギーの使用状況を
把握できる仕組みを構築。得られたデータは、イントラネットを介して
社員が把握し、改善活動につなげられるようになっています。生産
ラインの担当者が、ライン、設備、部署、製品ごとのエネルギー使用
量をコストとしてとらえ、品質、納期、安全を確保しながら削減を図る
活動が、業務のなかに定着しています。
また、自社開発の送水ポンプ省エネ制御システム「エコノパイロット」

により、送水ポンプやコンプレッサの運転を負荷に応じてきめ細かく
制御し省エネを実現しているほか、照明やファンのインバータ化、装置

の統合などによる省エネも行っています。
こうした活動による二酸化炭素削減効果は、1998年度から2008

年度までの累計で、2008年度排出量の約2割に相当する2,958t・
CO₂に上っています。
■持続可能な地球環境の実現を目指して
甲府事業所ではこのほかにも、さまざまな環境保全活動を実施し

ています。ゼロエミッション（廃棄物ゼロ）には1992年から取り組み、
国母工業団地の各企業と協力して活動を推進し、2005年には工業
団地全体でのゼロエミッションを達成しました。また、自治体が推進
する「緑のカーテン」の普及活動にモデル工場として参加しており、
ゴーヤを使った緑のカーテンで日陰を作ることにより、空調で取り
込む外気の温度をどの程度下げられるかを計測しています。
当社は、甲府事業所で取り組んできた技術やノウハウを生かして、

製造業のお客様に省エネソリューションを提供し、地球環境保全に
貢献していきます。

グリーンITアワード経済産業大臣賞を受賞した

甲府事業所の省エネ活動
差圧・圧力伝送器や電子測定器などの精密機器を生産する国内
の主力工場がある甲府事業所。ここでは「2010年度までに二酸
化炭素排出量生産高原単位*を1990年度比で35％削減する」という目標を掲げ、各設備の省エネや、生産
ラインにおけるエネルギーのムダの削減に取り組んでいます。今回は、グリーンIT推進協議会主催の
「グリーンITアワード2009」において経済産業大臣賞を受賞した甲府事業所の取り組みをご紹介します。

品 質

納 期

安 全

確 保ム ダ 見える化 分 析

全員参加の改善

省エネ制御
システムの導入

IT（情報技術）の活用による省エネ活動

生産現場の改善活動 設備の省エネ

＊生産高原単位：一定量の製品を生産するのに必要な、原材料・労働力・動力などの分量のこと

南アルプスを望む国母工業団地にある甲府事業所
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事業年度

定時株主総会

基準日

単元株式数

上場証券取引所

株主名簿管理人及び
特別口座の管理機関

お問い合わせ先

特別口座に
関する事務取次所

公告方法

広報・IR室
株主様専用電話

単元未満株式（100株未満の当社株式）につきましては、市場で売却することはできませんが、当社が買い取ることや、買い増していただき
単元株式に整理することが可能です。お手続き方法やご不明な点につきましては、お取引の証券会社またはみずほ信託銀行（上記）にお問い
合わせください。なお、お手続きにあたり当社が手数料をいただくことはありません。

本報告書に掲載されている当社及び当社グループの計画、見通し、戦略、判断などのうち、過去の事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、現時点で
入手可能な情報から得られた経営者の判断によるものです。実際の業績は、経済情勢や為替相場などさまざまな要因によって、これらの見通しと異なる可能性
があることをご承知おきください。

毎年4月1日から翌年3月31日まで

6月

定時株主総会及び期末配当金　3月31日
中間配当金　9月30日
その他、必要がある場合は、あらかじめ公告します。

100株

東京証券取引所　市場第一部

〒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

〒168-8507　東京都杉並区和泉2-8-4
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）
受付時間　9:00～17:00（土日祝日を除く）

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　本店及び全国各支店

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をすること
ができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告します。

〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
 0422-52-5824  （平日 9:00～17:00）

株主メモ HPのご案内

※住所変更等の事務手続きについては、、お取引のある証券会社にお問い合わせください。 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/

【お知らせ】 単元未満株式をお持ちの株主様へ

ホームページでもさまざまな情報をご覧いただけます。

IR情報メール配信登録のご案内

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

株主様がお持ちの単元未満株式を当社
が市場価格にて買い取りいたします。

株主様がお持ちの単元未満株式と合わせて100株になるよう
不足分を当社が市場価格にて株主様に売却いたします。

単元未満株式の
買取請求

単元未満株式の
買増請求


