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第134期報告書・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御礼申し上げます。

当社グループは、急激に変化する経営環境に対応するため、

2009年度、2010年度を「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

しによる企業体質の強化に取り組んでおります。

2009年度は、新興国の需要回復を背景に、設備投資につい

ては、資源国で新規プラントの建設が再開されるなど回復の

兆しが見られたものの、日米欧の先進国では依然大幅な抑制

が行われました。これを受け、当社グループの連結経営成績

は、売上高については前年度に比べ大幅な減収となりました。

営業利益については、2009年度、重点的に取り組んだ固定費

の削減により損益分岐点売上高を引き下げたことから、最終

的には黒字を確保することができました。しかしながら、当期

純利益については、事業ポートフォリオの見直しに伴う構造

改革費用などを特別損失に計上したことから2年連続で損失

という厳しい結果となりました。この状況に鑑み、期末配当に

ついては1株当たり2円とさせていただきました。大幅な減配

となりましたことをお詫び申し上げます。

2010年度は、構造改革及び企業体質強化の最終年度と

して、これを完遂し、「健全で利益ある経営」の実現に向け歩み

を進めてまいりますので、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。

2010年6月

取締役会長 代表取締役社長

2009年度の業績について
教えてください。

2009年度は、中東、アフリカ、オーストラリアを

中心とする資源国で、エネルギープラント建設プロ

ジェクトの再開などの動きが見られましたが、日本、

欧州、北米などの先進国を中心とする地域では設備

投資は依然として低調に推移しました。

こうしたなかで、2009年度の当社業績は、売上高

が前年度比599億円減の3,166億円、営業利益は、

前年度比21億円減の26億円となりました。営業利益

については、期初計画は90億円の赤字でスタートし、

第3四半期の決算発表時にブレークイーブン（±０）

に修正しましたが、固定費削減の活動を計画以上に

進めたことから黒字を確保することができました。

しかし、当期純利益については、事業ポートフォリオ

の見直しに伴う固定資産の減損損失などを特別損失

に計上したことなどから148億円の損失となり、2年

連続での損失となりました。経営を預かる者として、

この結果を重く受け止めています。

2009年度のスタート時点では、役員・管理職の

給与カット、賞与の削減、一時帰休の実施、費用の

見直しなどにより、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ことを目標と

していました。しかし、営業利益をなんとしても確保

するため、一般社員まで含めた給与カット、費用の

さらなる削減を実施し、結果としては、固定費を

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

固定費削減のアクションプランは
計画以上に進んでいるということ
ですが、 これまでにどのくらいの
成果を上げていますか。

2010年度を構造改革の最終年度として
アクションプランを完遂し、
飛躍に向けた基盤を確立します。
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Interview 
with the 
President 
and CEO

社長インタビュー

約560億円削減し、損益分岐点売上高を3,130億円

まで下げることができました。

2010年度については、緊急施策として実施した

給与カットや一時帰休を中止すること、今後の発展に

向け制御事業拡大のための先行的な投資を行うこと

から、固定費は2009年度に比べ増加する見込み

です。2010年度は、固定費構造の改革にも踏み込み、

損益分岐点売上高の引き下げに重点的に取り組んで

いきます。

事業ポートフォリオの見直しについては、制御事業

へのリソースの集中、基盤技術としての計測技術の

維持・発展、新事業の選択と早期立ち上げ、不採算事業

からの撤退を基本方針として取り組んでいます。

この方針に基づき、電子・光測定器ビジネスを、現場

測定器を手掛ける子会社「横河メータ＆インスツル

メンツ」に2010年４月1日付けで移管しました。

測定器ビジネスを統合することにより、経営スピード

を向上させるとともに、コスト競争力を強化し、成長

市場である新興国でのビジネスを拡大します。また、

二次電池やLEDの評価など、先端的かつ高度な測定

ニーズに対するビジネスは、横河電機が引き続き担当

し、付加価値の高いソリューション提供型ビジネスと

して進めてまいります。

このほか、2009年度には、フォトニクスビジネス

について、市場環境の変化から早期の黒字化は困難と

判断し、現行製品の生産・販売にリソースを集中して

次世代製品への投資は中止しました。また、制御事業

に含まれる情報ビジネスのうち、制御事業との相乗

効果が小さいビジネスを整理しました。

事業ポートフォリオの見直しについては、一部、

未完了のものもありますが、これらについても確実に

実行し、将来の発展に向けた制御事業を中心とする

新たな事業ポートフォリオを構築していきます。

現在、中期経営計画の策定を進めていますが、その

中核となるのが、制御事業の成長戦略です。制御事業

においては、今後、規模が大きく、成長率の高い市場

にリソースを集中的に投入することで、シェアを

拡大していきたいと考えています。

業種という視点では、当社がすでに高いシェアを

獲得している石油化学・石油精製市場、市場規模の

大きい電力市場をはじめ、高機能材料や医薬品などの

ファインケミカルを中心とする化学市場、石油・ガス

のアップストリーム（探査・開発・生産工程）市場や

再生可能エネルギーの分野などにも積極的に取り

組んでいきます。これらの成長市場でシェアを拡大

するため、経営資源を重点投入して製品開発スピード

を加速するとともに、他社とのアライアンスやM&A

も検討していきます。

また、地域という視点では、社会インフラの整備や

企業の設備投資が活発に行われている新興国と、今後

■損益分岐点売上高の推移（億円）
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2008年度見通し
（2009年2月時点）

2008年度
実績

3,300

2009年度
年初計画

3,130

2009年度
実績

アクションプラン
発表

3,694

事業ポートフォリオ
見直しの進捗状況は
いかがでしょうか。

制御事業をどのように
発展させていきたいと
考えていますか。

■制御事業を中心とした新たなポートフォリオの構築

電子・光測定器ビジネスを
「横河メータ＆インスツルメンツ（株）」に移管
先端・高度計測分野は横河電機に残し
ソリューションビジネスを展開

光通信向けトランスポンダの
次世代製品の開発を中止

新聞制作システムをメインとする子会社
「日本システム技術(株)」の株式を売却
医療情報ビジネスを分社化し
｢横河医療ソリューションズ(株)｣を設立

制御事業に人員をシフト

2008年度 2009年度 2010年度

● 半導体テスタビジネスの見直し ● フォトニクスビジネスの見直し

● 測定器ビジネスを再編

● 情報ビジネスの整理
● アドバンストステージビジネスの見直し

SoCテスタの開発凍結

半導体製造装置向けXYステージの撤退
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当社はこのたび、世界屈指のエネルギー企業グループで

あるシェル社から、統合生産制御システムと安全計装シス

テムの制御システムサプライヤに選定され、グローバル

包括契約を締結しました。

この契約は、当社がシェル社に対し、既設システムのメン

テナンスサービスの提供、既設システムの更新や新設プロ

ジェクトにおける制御システムの供給をするうえでの基本

となる契約であり、シェル社、当社の双方にとって取引の

効率化を図ることができるというメリットがあります。

また、業界トップレベルのパフォーマンスを発揮すると

1975年、当社が他社に先駆けて世に送り出した分散形

制御システム（DCS）である「CENTUM」は、これまでに

世界96カ国へ２万システム以上が納入され、各国の産業や

インフラを支えています。このCENTUMを通じた制御

業界への貢献が評価され、CENTUMを生み出した技術者

の一人、当社元取締役の若狭裕氏が、制御業界の有力誌

「Control」から「The Process Automation Hall of 

Fame」に選定されました。

「The Process Automation Hall of Fame」（プロセス

オートメーションの殿堂の意）は、プロセス産業や制御機器

メーカー、学会などにおいて、制御技術や業界の発展に貢献

News @ YOKOGAWA

シェル社から制御システムサプライヤに選定される
ワールドワイドのパートナーとして新たな協力関係へ1

News@

YOKOGAWAの制御業界への貢献に高い評価
当社元取締役が米Control誌から
「The Process Automation Hall of Fame」に選定される2

News@

Interview 
with the 
President 
and CEO

社長インタビュー

も多くのプラント建設が期待できる資源国に注力し

ます。具体的には、中国、インド、東南アジア、南米、

中東、アフリカなどの地域です。これらの地域は、当社

が現在積極的に展開している省エネルギー・環境保全

ビジネスの有望な市場でもありますので、その拡大も

視野に入れ、拠点拡充や人財確保などの投資を重点的

に行っていきます。

また、これらの共通の基盤として、コスト競争力の

強化、グローバルな視点での事業機能の最適化、人財

育成などをグループ全体で強力に実行していきます。

2010年度は、受注高3,400億円、売上高3,350億

円、営業利益80億円、当期純利益はブレークイーブン

（±０）という計画でスタートします。

新興国の需要拡大を背景に、国内外で設備投資が

回復しつつある現状ですが、いまだ不透明な要素

もあり、受注高、売上高については計画段階では大き

な伸びを見込んでおりません。また、営業利益につい

ても、給与カットや一時帰休などの緊急施策の中止

に加え、制御事業の発展に向け、コスト競争力強化

のための設備更新、製品ラインアップ強化のための

研究開発、新興国・資源国での拠点整備や体制強化

などの投資を行うことから、小幅な増益にとどまる

計画です。

2010年度も引き続き楽観を許さない事業環境が

予測されますが、2010年度を構造改革及び企業体質

強化の最終年度と位置づけ、2011年度以降の飛躍に

向けた事業基盤を確立してまいります。株主の皆様

には変わらぬご支援をお願い申し上げます。

いうシェル社の構想を支えるものです。

シェル社は昨年来、プラントに設備を納入するサプライヤ

の絞り込みを行ってきました。当社は、従来からシェル社の

各国のプラントに多くの制御システムなどを納入してきま

したが、これらの実績に加え、高度な技術力、安全やセキュ

リティ対策などの面で高い評価を受け、このたび制御シス

テムに関する主要サプライヤの１社に選定されたものです。

当社はこの契約を弾みとして、今後も海外における制御事業

の拡大を加速してまいります。

した人の功績をたたえるものです。2001年から始まって

これまでに30人が殿堂入りし、今回は若狭氏を含む４人が

新たに選定されました。日本人の選定はこれが初めてです。

若狭氏の殿堂入りは、CENTUM開発における功績が認め

られたものであり、CENTUMが制御業界を代表するDCS

として認められた証といえます。当社は今後も、優れた制御

技術、制御機器の開発を通じて社会に貢献してまいります。

授賞式で記念の楯を受け取る若狭氏（右）

2010年度の
見通しを教えてください。
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第134期のご報告と今後の見通し
第134期（2009年度）の概況
当期における世界経済は、地域的な差はあるものの概ね最悪期
を脱し、新興国を中心に景気回復の動きが見られました。設備投資
については、中東、アフリカ、オーストラリアを中心とする資源国
では、エネルギープラント建設プロジェクトの再開などの動きが
見られましたが、日本、欧州、北米などの先進国を中心とする地域
では低調に推移しました。
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
に取り組みましたが、売上高は、低調な設備投資と円高の影響を受け、
前年度と比べ大幅に減少しました。営業利益は、固定費削減で成果を
上げたものの減収を補うには至らず、減益となりました。経常利益は、
為替差損の減少により前年度と比べ営業外費用が減少したものの、
営業利益の減少により減益となりました。当期純損失は、繰延税金
資産の取り崩しを行った前年度と比べ損失額が減少しました。

制御事業
資源国では、新規エネルギープラントや電力・海水淡水化プラント

の建設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
が、先進国では需要は低迷しました。日本市場では、上下水道、電力
など社会インフラ分野は堅調であったものの、企業の設備投資は
低調に推移しました。こうしたなかで当社グループは、投資が活発
な石油・天然ガスの探査、開発、生産工程市場や電力市場に注力する
とともに、海外市場も含めた環境ビジネス拡大の体制を整えました。
このように市場の変化に対応して積極的な事業活動を行いまし
たが、先進国を中心とする世界経済の低迷に加え、前年度比で為替
が円高に推移したことから、制御事業は前年度と比較し減収減益
となりました。

計測機器事業
半導体テスタビジネスの市場は、年度後半から半導体生産設備

に対する投資が一部再開されましたが、テストシステムの需要が
本格的に回復するには至りませんでした。測定器ビジネスの市場
では、省エネルギー・新エネルギー関連市場で電力測定器の需要が
拡大しましたが、主要市場である電機・通信・自動車メーカの大幅
な設備投資抑制の影響を受け、需要は低迷しました。また、ライフ
サイエンスビジネスでは脳磁計測システムや共焦点スキャナが
好調に推移しましたが、フォトニクスビジネスでは次世代通信網
への投資の遅れにより需要は低迷しました。
こうした事業環境のもと、次世代メモリテスタの開発に注力した
ほか、省エネルギー・新エネルギー関連市場や新興国における測定
器の営業活動を強化しましたが、計測機器事業の売上高は減収と
なりました。営業損失は、研究開発費を中心に固定費削減に努めた
結果、損失が減少しました。

次期（2010年度）の見通し
制御事業については、資源国や新興国では市況の回復が続く
ものの、先進国では依然低調に推移すると予想しています。また、
業績予想の為替レートを前年度と比べ円高に設定したことから、
同事業の受注高、売上高は緩やかな回復となる見通しです。営業
利益は、研究開発の強化や拠点の新増設など、事業拡大のための
先行投資を行うことにより費用が増加するため、前年度と比較し
減益となる見通しです。
計測機器事業については、半導体テスタビジネスでメモリ
テスタの需要回復が見込まれ、また測定器ビジネスでは、省エネル
ギー・新エネルギー関連市場で電力測定器を中心に需要の拡大が
見込まれます。このことから同事業の受注高、売上高は前年度と
比較し増加する見通しです。営業利益は、売上高の増加に加え、
研究開発費や棚卸評価損の減少などにより、前年度と比較し損失
が減少する見通しです。
これらの結果、2010年度の連結業績予想は、受注高、売上高、

営業利益とも増加する見通しです。
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3,012

418
335

3,765

2008年度

4,374

2007年度

2,670

430
250

3,350

2010年度
（計画）

2,568

315
283

3,166

2009年度

47

291

7

-251

2008年度

274

2007年度

55.6 54.8

1,773

2009年度

56.0

2.6

5.1

-9.1

-19.8

199

16

-189

2009年度

26

150

0

-70

2010年度
（計画）

80

2009年度

-3.7

-9.2

対USドル

対ユーロ
為替レート

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
当年度

2010年3月31日
現在

前年度
2009年3月31日

現在
増減

負債の部
流動負債 124,426 113,126 11,300 
支払手形及び買掛金 28,942 28,886 56 
短期借入金 32,214 12,686 19,528 
賞与引当金 10,407 8,841 1,566 
その他 52,863 62,713 △9,850 

固定負債 117,005 116,824 181 
長期借入金 104,851 101,597 3,254 
退職給付引当金 2,855 3,192 △337 
その他 9,299 12,035 △2,736 

負債合計 241,431 229,950 11,481 
純資産の部
株主資本 163,058 179,902 △16,844 
資本金 43,401 43,401 0 
資本剰余金 50,345 50,345 0 
利益剰余金 80,303 97,134 △16,831 
自己株式 △10,991 △10,978 △13 

評価・換算差額等 △9,696 △12,678 2,982 
その他有価証券評価差額金 2,450 17 2,433 
繰延ヘッジ損益 82 ー ー 
年金負債調整額 △369 △384 15 
為替換算調整勘定 △11,859 △12,311 452 

少数株主持分 3,998 3,783 215 
純資産合計 157,360 171,008 △13,648 
負債純資産合計 398,792 400,959 △2,167 

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

繰延税金資産の取り崩しにより法人税等調整額256億11百万円を
計上した前年度に比べ、当年度の法人税等調整額が大幅に減少した
結果、当期純損失は236億47百万円損失が縮小しました。

当期純損失6

事業ポートフォリオの見直しに伴う固定資産の減損損失61億59
百万円や、事業再編損、事業構造改善費用26億36百万円などを計
上したことから、特別損失は118億83百万円となりました。

特別損失5
1年以内に返済期日を迎える長期借入金241億76百万円を短期借入金に振り替
えたことから、短期借入金が前年度と比べ195億28百万円増加しました。長期借
入金については、241億76百万円を短期借入金へ振り替えたものの、劣後ローン
による250億円の資金調達を行ったことから、32億54百万円増加しました。

短期借入金／長期借入金3

当期純損失の計上により利益剰余金が168億31百万円減少したことなどから、
純資産が前年度に比べ136億48百万円減少しました。

純資産4設備投資の減少及びフォトニクスビジネスの見直しに伴う
関連資産の減損損失の計上により、有形固定資産が前年度
に比べ132億92百万円減少しました。

有形固定資産2

2010年２月に劣後ローンにより250億円の資金調達を
行ったことから、現金及び預金が前年度と比べ209億34
百万円増加しました。

現金及び預金1

2

1 3

3

4

5

6

7

8

長期借入金による資金調達が前年度の460億円から276億3百万
円に減少したことなどから財務活動によるキャッシュ・フローの
収入が173億90百万円減少しました。

財務活動によるキャッシュ・フロー8

設備投資を抑制したことから、投資活動によるキャッシュ・フロー
の支出は前年度に比べ109億21百万円減少しました。

投資活動によるキャッシュ・フロー7

連結貸借対照表

科目
当年度

2010年3月31日
現在

前年度
2009年3月31日

現在
増減

資産の部

流動資産 234,350 224,431 9,919 

現金及び預金 77,921 56,987 20,934 

受取手形及び売掛金 111,505 110,387 1,118 

商品及び製品 15,802 20,842 △5,040 

仕掛品 9,839 11,583 △1,744 

原材料及び貯蔵品 9,042 12,281 △3,239 

繰延税金資産 3,269 3,280 △11 

その他 10,245 11,999 △1,754 

貸倒引当金 △3,276 △2,931 △345 

固定資産 164,442 176,528 △12,086 

有形固定資産 88,423 101,715 △13,292 

無形固定資産 30,137 29,713 424 

投資その他の資産 45,881 45,099 782 

投資有価証券 34,178 31,111 3,067 

繰延税金資産 2,317 2,908 △591 

その他 9,999 11,660 △1,661 

貸倒引当金 △613 △580 △33 

資産合計 398,792 400,959 △2,167 

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
当年度

2009年4月  1日から
2010年3月31日まで

前年度
2008年4月  1日から
2009年3月31日まで

増減

売上高 316,606 376,534 △59,928 

売上原価 214,474 253,005 △38,531 

売上総利益 102,132 123,528 △21,396 

販売費及び一般管理費 99,512 118,821 △19,309 

営業利益 2,619 4,707 △2,088 

営業外収益 3,074 3,245 △171 

受取利息 272 209 63 

受取配当金 1,591 1,745 △154 

持分法による投資利益 507 567 △60 

雑収入 702 723 △21 

営業外費用 5,454 7,678 △2,224 

支払利息 2,117 1,595 522 

為替差損 385 3,452 △3,067 

雑損失 2,951 2,629 322 

経常利益 239 274 △35 

特別利益 950 3,270 △2,320 

特別損失 11,883 12,945 △1,062 

税金等調整前当期純損失（△） △10,693 △9,400 △1,293 

法人税、住民税及び事業税 3,095 3,189 △94 

法人税等還付税額 ─ △90 ─
法人税等調整額 484 25,611 △25,127 

少数株主利益 525 335 190 

当期純損失（△） △14,799 △38,446 23,647 

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当年度
2009年4月  1日から
2010年3月31日まで

前年度
2008年4月  1日から
2009年3月31日まで

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,371 24,461 △3,090 
投資活動によるキャッシュ・フロー △13,178 △24,099 10,921 
財務活動によるキャッシュ・フロー 11,059 28,449 △17,390 
現金及び現金同等物に係る換算差額 337 △2,187 2,524 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,590 26,624 △7,034 
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期末残高 76,555 56,833 19,722 

連結株主資本等変動計算書 当年度 （2009年4月1日から2010年3月31日まで）（単位：百万円）
株主資本
合計

評価・換算
差額等合計

少数株主
持分

純資産
合計

前期末残高 179,902 △12,678 3,783 171,008
当期変動額
剰余金の配当 △2,060 △2,060
当期純損失（△） △14,799 △14,799
自己株式の取得 △14 △14
自己株式の処分 1 1
その他 28 28

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 2,981 214 3,196

当期変動額合計 △16,844 2,981 214 △13,648
当期末残高 163,058 △9,696 3,998 157,360
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Share Information

株式情報
株式の状況(2010年3月31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

33,800 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
再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社
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
再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社
ステート ストリート バンク アンド 
トラスト カンパニー 505225

22,697,000

17,147,200

14,284,615

13,589,400

11,055,405

8,252,925

6,643,990

4,694,936

4,617,010

4,131,512

8.45

6.38

5.32

5.06

4.12

3.07

2.47

1.75

1.72

1.54

株価・売買高の推移

20,000

17,000

14,000

11,000

8,000

2008年 2009年 2010年

60,000

40,000

20,000

0

2,000

1,500

1,000

500

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

11月10月 12月 1月 2月 3月

所有者別株主分布状況

所有者別株式分布状況

株主数
33,800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

(97.53%)
(1.11%)
(1.03%)
(0.20%)
(0.13%)
(0.00%)

32,966名
375名
347名
66名
45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

(23.42%)
(18.46%)
(5.54%)
(3.90%)
(4.12%)
(44.56%)

62,924千株
49,596千株
14,886千株
10,476千株
11,055千株
119,685千株

YOKOGAWAの地球環境保全活動と
地球環境保全ビジネスを統括するChief Green Officerを任命
当社は地球環境保全を経営における重要な課題と位置づけ、YOKOGAWAグループにおける環境経営の推進と、お客様
への環境ソリューションの提供に取り組んでいます。これをさらに加速していくため、2009年12月、取締役専務執行役員
IA事業部長の三奈木輝良をC

チーフ ・

hief G
グリーン・

reen O
オ フ ィ サ ー

fficer（CGO、最高環境責任者）に任命しました。
CGOは一般的に、自社の環境対策の責任者を指しますが、当社のCGOは、グループ内の環境保全活動だけでなく、お客様
への環境ソリューションの提供も含めて、グループの環境保全活動を統括し、推進する役割を果たします。計測、制御、
情報の技術を生かし、グループ及びお客様の工場におけるエネルギー効率の向上、環境負荷の低減を実現していきます。

製品や部品の工場間の輸送に再利用できる梱包箱を採用
当社は、工場間の製品や部品の輸送用に、200回（100往復）まで再利用できる梱包箱
を日本郵政グループのJPサンキュウ グローバル ロジスティクス株式会社と共同開発
し、日本と中国の工場間の輸送に採用しました。
従来はダンボールや木製の使い捨ての箱を使用していましたが、この梱包箱への置き
換えにより、箱の製造や廃棄の過程で生じる二酸化炭素の排出量を70％削減できます。
また、箱の高さは内容物の数量やサイズに応じて3段階に変えられ、何も入れない時には
折りたたむことができるため、コンテナへの積載効率を高められるとともに緩衝材の
使用量も削減できます。今後は、ほかの拠点間の輸送にも利用していく方針です。

YOKOGAWA    CSRの

電気の通じていないインドの村にソーラーランタンを寄贈
当社は、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）＊議長でありインドの資源エネ
ルギー研究所長を務めるラジェンドラ・パチャウリ氏が推進するソーラーランタン
プロジェクトに賛同し、インドの電気が通じていない村へ、太陽光発電を利用した
ソーラーランタンを寄贈しました。
当社は、地球温暖化防止とインドに現地法人を持つ企業としての地域貢献の観点から
このプロジェクトへの協力を決定。インドのラージャスターン州にある人口600人の
パチパディ村に1村分のソーラーランタンを寄贈しました。灯油ランプからソーラー
ランタンへの置き換えにより、村全体で、10年間で72.5トンの二酸化炭素排出量削減
効果が期待できます。＊IPCC…気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括

的な評価を行うことを目的とする機関。2007年にノーベル平和賞を受賞している。

2009年9月、当社に「法人サポーター証書」が授与
されました。前列左から、このプロジェクトの日本
窓口を務めるNPO法人ガイア・イニシアティブ
代表の野中ともよ氏、IPCC議長のDr.ラジェンドラ・
パチャウリ氏、当社とともにプロジェクトに協力
した神奈川県知事の松沢成文氏

JPサンキュウ グローバル ロジスティクス株式
会社と当社で共同開発した梱包箱
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Corporate Information

会社概要／役員
会社概要 (2010年3月31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

19,574人（連結）　5,713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・シリア・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 (2010年6月25日現在)

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
取締役常務執行役員
社外取締役
社外取締役
社外取締役

常勤監査役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役
社外監査役

常務執行役員

執行役員

内田　　勲
海堀　周造
八木　和則
三奈木輝良
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

藤井　　隆
白井　俊明
作野　周平
奈良　　寿

河田　泰紀
三浦　　明
山田　　博
浜口　延正
山崎　正晴
中條　孝一
Tony Lee

消費エネルギー量 

消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
熱
量
換
算
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2008年度の実績値
2004～2006年度の平均実績値
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2008年度の実績値
2004～2006年度の平均実績値
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6,000

4,000

2,000

0

＊ 7社のコンソーシアム：横河電機株式会社（代表会社）、芙蓉総合リース株式会社、株式会社朝日工業社、株式会社省電舎、株式会社設備研究所、照屋電気工事株式会社、久建工業株式会社

お客様の工場やビルなどに対して省エネ計画を提案し、その実施効果によるエネルギー費用の削減額の一部を報酬としていた
だくESCO（Energy Service Company）事業。お客様が省エネ設備やサービスの導入費用を負担することなく省エネ効果を
得られるユニークなビジネスモデルです。省エネビジネスの推進に取り組んでいる当社は、7社のコンソーシアム＊で沖縄県立北部
病院のESCO事業に取り組み、高い実施効果を上げました。今回は、平成21年度省エネ大賞を受賞したこの取り組みをご紹介します。

YOKOGAWA

Close 
-up

高い実施効果が評価され平成21年度省エネ大賞を受賞

沖縄県立北部病院におけるESCO事業

地球環境保全の重要性に対する認識が高まるなか、企業はもとよ
り地方自治体においても、省エネや環境保全への取り組みが重視さ
れてきています。沖縄県立北部病院では、県の環境方針に基づき、
設備の更新時期に合わせて、環境負荷の低減と経費の削減を両立
する省エネ対策に取り組むことを決定。当社は、他社に比べ圧倒的
に高い効果を発揮する省エネソリューションを提案して同病院の
ESCO事業者に選定され、次のような対策を実施しました。

■最適な熱源システムの構築
老朽化していた冷房用の大型冷凍機を、負荷に応じた出力制御が

可能な高効率のインバータ式ターボ冷凍機に変更するとともに、
蒸気については必要な時に必要な分のみ生産することとし、エネ
ルギー消費量を大幅に削減しました。また、既設の発電機の運用方法
を見直し、重油使用と燃焼ガス排出を抑えるとともに、救急センター
室内の微振動を解消しました。
■安定操業とエネルギー管理の実現
24時間稼動の病院であることから、設備の安定操業を実現するため、

高信頼の中央監視システムを導入。また、より高度なエネルギー管理を
行えるよう、システム上にエネルギー管理の仕組みを構築しました。
システムの中核には、当社の統合生産制御システム「CENTUM CS 
3000」、レンジフリーコントローラ「FA-M3R」を採用しました。
■省エネ製品の採用
省エネタイプの照明器具、電力が不要な蓄光式の避難誘導板、送水

ポンプの回転数を負荷に応じて制御する当社の送水ポンプ省エネ制御
システムなど、優れた省エネ効果を発揮する製品を採用しました。

これらの対策により、2008年度には、2006年度までの3年間の
平均値に比べ熱量にして約４割、二酸化炭素の排出量にして約5割の
削減を達成し、光熱費、水道代の削減額は年間約8,500万円に上り
ました。さらに、病院内の環境改善や管理品質の向上などさまざまな
効果が得られました。
当社は、こうした取り組みを通して得られたノウハウを、計測・

制御・情報の技術と融合させて、工場や建物などの環境対策に取り
組むお客様に効果的な省エネソリューションを提供してまいります。
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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

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、株主様あてに配当金額や
源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することとなっていますが、同封の「配当金計算書」がこの支払通知書を兼ねております。
「配当金計算書」は確定申告をする際の添付資料としてご利用いただけますので、大切に保管してください。
なお、株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

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】 上場株式等の配当金の支払いに関する通知書（支払通知書）について

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/




