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To Our Shareholders

株主のみなさまへ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ
ます。

当中間期（第2四半期連結累計期間）は、新興国
の継続的な成長を背景に、前期に引き続き制御
事業が海外市場で好調に推移し、受注高、売上高
とも前年同期と比べ増加しました。また、売上高
の増加に加え、粗利率の改善により営業利益が
増加し、四半期純損益につきましても黒字化を
実現しました。これは2009年度、2010年度の
２年間に進めてきた構造改革の成果が表れた
ことによるものと考えています。

しかし、中間配当につきましては、純資産の
状況に鑑み、誠に遺憾ながら無配とさせていた
だくことといたしました。株主の皆様には深く
お詫び申し上げます。通期の経営計画である
売上高3,360億円、営業利益150億円、当期純
利益60億円を達成し、期末での復配に向け努め
てまいります。

11月9日には、中期経営計画「Evolution 2015」
を発表いたしました。これは、制御事業における
グローバルNo.1カンパニーになることを長期

当中間期の世界経済は、アジアを中心とする
新興国の経済成長に支えられ、全体としては
緩やかな拡大基調が継続しました。その一方で、
欧州の金融不安などにより欧米諸国では景気の
先行きに対する不透明感は一段と強まりました。
日本経済は、東日本大震災による景気の落ち
込みからは回復が見られたものの、夏期の電力
供給不足や円高、欧米経済の停滞の影響など
から、景気の先行きは依然として不透明な状況
が続きました。

このような事業環境のもと、当社グループは、
新興国の経済成長を背景に拡大しているエネル
ギー市場などの海外制御市場を中心に、ビジネス
の一層の拡大に向けた活動に注力しました。また、
国内では、震災による事業活動への影響を最小限
にとどめる取り組みを進めるとともに、震災からの
復興に向けた設備投資への対応を継続しました。

こうした取り組みの結果、当中間期の連結売上高
は1,578億円、連結営業利益は68億円となり、前年
同期に比べ増収増益となりました。四半期純損益
は、前年同期に比べ42億円改善し、7億円の黒字と
なりました。

ビジョンとし、この実現に向けた第1ステップと
して2015年度までの成長戦略とビジネス構造
改革戦略を定めたものです。「Evolution 2015」に
基づき、株主の皆様のご期待に沿えるよう企業
価値の向上に努めてまいりますので、今後とも変わ
らぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2011年12月

当中間期の実績が8月9日発表の業績予想を
上回ったことから、通期の連結経営計画について
も受注高予想を10億円、売上高予想を30億円、
営業利益予想、経常利益予想を20億円、当期純
利益予想を10億円、それぞれ上方修正しました。
中期経営計画「Evolution 2015」で掲げた目標の
達成に向け、まずは2011年度の計画達成に努めて
まいります。

代表取締役社長

第136期（2011年度）中間期の業績概況と今後の見通し
中間期の概況

通期の見通し

連結経営成績� （単位：億円、億円未満四捨五入）
2010年度

中間期
2011年度

中間期 増減額

受注高 1,697 1,790 93
売上高 1,533 1,578 45
営業利益 39 68 29
経常利益 18 42 24
四半期純利益 △35 7 42

為替レート
対USドル 87.99円 79.16円 △8.83円
対ユーロ 112.82円 113.52円 0.70円

連結経営計画 （単位：億円）
2011年度
予想（8月9日）

2011年度
修正予想（11月8日） 増減額

受注高 3,550 3,560 10
売上高 3,330 3,360 30
営業利益 130 150 20
経常利益 100 120 20
当期純利益 50 60 10

為替レート
対USドル 80.00円 77.00円 △3.00円
対ユーロ 110.00円 105.00円 △5.00円
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Mid-term Business Plan

制御事業の市場は、新興国を中心として中長期的に成長が見込まれます。当社は、成長する制御市場でシェアを
さらに拡大していくため、地域、業種、製品の３つの切り口から多面的な戦略を展開します。

（注）ARC Advisory Groupの市場調査データに基づき当社にて推計

市場環境
◎エネルギー市場

天然ガス需要…………
石油需要………………
再生可能エネルギー…

2035年には2008年比1.6倍に
引き続き堅調
バイオマス関連市場を中心に成長が期待

◎エネルギー以外の業種
高付加価値の機能性化学
品を中心にGDPの拡大
以上に成長

制御事業でグローバルNo.1カンパニーを目指す

中期経営計画の位置づけ

「Evolution 2015」を策定

1地域戦略
│資源国・新興国市場│
新規プロジェクトの獲得を中心に事業
の拡大を図ります。BRICs、中東、東南
アジア、オセアニアへ経営資源を投入
し体制を強化するとともに、アフリカ、
中央アジア、南米に拠点を新設し販売
チャネルを強化します。

│欧米市場│
各業種のグローバル大手企業との関係を強化し、グローバル市場で地位を向上させると
ともに成熟市場での効率的なシェア拡大を図ります。

│日本市場│
生産性・安全性向上、省エネルギー化、環境保全対策など、プラントの高効率・高付加価値化を
支援するサービスを提供します。また、日本のメーカの海外進出をグローバルネットワークで
支援し事業拡大を図ります。

中期
経営計画

当社は、制御事業におけるグローバル
No.1カンパニーになることを長期
ビジョンとして、2011年度から2015
年度までの5年間の中期経営計画を
策定しました。固定費の削減と事業
ポートフォリオの見直しを二本柱として
進めてきた構造改革を終え、制御事業
を中心に大きな成長を目指します。

次なる飛躍に向けた構造改革の時期▲

固定費を削減　　▲

制御事業を中心としたポートフォリオを構築

長期ビジョンの実現に向けた第1ステップ▲

制御事業を中心とする成長戦略を実行▲

ビジネス構造改革戦略を実行　▲

財務体質を改善

長期ビジョン
制御事業グローバルNo.1
制御システム・センサ市場で
トップシェアを獲得

●2015年度達成目標
連結営業利益...............
1株当たり当期純利益...

400億円
100円以上

中期経営計画
Evolution 2015

2009年度～
2010年度

2011年度～
2015年度

2015年度目標2010年度実績2015年度目標2010年度実績

111

400

10

-64

1030

360

165

3,256

売上高（単位：億円）
■制御　■計測機器　■その他 ■制御　■計測機器　■その他

営業利益（単位：億円）

4,000

279371

220280

3,500
2,606

2010年度実績 2015年度目標

売上高 3,256 億
円 4,000億

円

営業利益 111 億
円 400億

円

売上高営業利益率 3.4 ％ 10％

1株当たり当期純利益 △25.98 円 100円以上

自己資本比率 39.2 ％ 50％

D/Eレシオ 78.3 ％ 40％

フリー・キャッシュ・フロー 201１年度～2015年度合計 600億
円以上

連結経営目標

配当方針

グローバル
シェア

8.6%
（4位）

2009
グローバル

シェア

10%
以上

2015

グローバル
シェア
No.1へ

長期
ビジョン

資源国・新興国市場

資源国・新興国市場 ■欧米市場 ■日本市場

※当期純利益の30％を
配当支払額とする。原則として連結配当性向 30％

成長戦略 制御事業

制御システム・センサ市場（2009年 約3兆円）で

※

（注）計画の前提となる為替レート：1USドル=80円　1ユーロ=110円
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Mid-term Business Plan

│シェアの高い業種におけるさらなる事業の拡大│

測定器
ビジネス

ヘッドクォーター機能の
グローバル化

生産体制の見直し

グローバル人財戦略

│注力業種の拡大│

ライフ
サイエンス
ビジネス

石油精製、石油化学分野など当社が得意とする業種で、エネルギー・化学大手企業との
関係強化とプラントのライフサイクルにわたるサービスの拡大を進めます。 成長が期待できる「環境関連の電気エネルギー関連市場」、「光通信関連市場」において、強みを

生かせるニッチ分野でグローバルNo.1となることにより、着実に成長し安定的な利益の確保を
目指します。基本測定器、光測定器、現場測定器、メータの製品力を強化するほか、海外販売
チャネルの強化や新興国向け製品の企画・開発機能の中国への設置などを行います。

生産、エンジニアリングで海外への機能移管をさらに
進めるとともに、研究開発機能や本社機能についても
海外拠点の活用を推進します。

海外生産の拡大、外部リソースの活用、国際調達の
拡大により、コスト競争力をさらに強化します。

海外における人財確保・活用体制を強化するとともに、
人財育成制度を整備し、国際競争力を強化します。

│生産制御システム分野│
世界最高レベルの信頼性と機能を誇る、当社の従来製品との継承性を維持した製品開発を
行います。また、石油・ガス開発、電力、機能性化学などの注力業種に対応する機能を強化する
とともに、システムとセンサ間の通信をデジタル化しプラント情報の有効活用を促進する
フィールド・デジタル・ソリューションなど、お客様の課題解決に貢献する製品を提供します。

石油やガスの開発工程、電力、
機能性化学など、規模が大きく
成長率が高い市場を注力業種と
します。また、当社の強みと実績
が生かせるバイオマス、地熱・
風力・太陽熱発電などの再生可能
エネルギー市場にも積極的に
取り組んでいきます。

計測・制御技術を活用し、共焦点スキャナ、創薬支援装置など競争力の高い製品を核に、バイ
オ研究や新薬開発など高成長が期待できる市場で新たな顧客を開拓します。さらに、新製品
開発による競争優位性の維持、製品ラインアップの拡充により、高収益ビジネスモデルへの
転換を図ります。

│センサ・プロダクト分野│
差圧・圧力伝送器、プロセスガス分析計など競争力の高い製品分野でグローバルNo.1の
シェア獲得を目指します。また、自社開発のみならず、他社との提携やM&Aを活用して製品
ラインアップの拡充を図ります。

│アフターサービス分野│
従来の保守に加え、お客様の生産効率を改善する高付加価値コンサルティングサービス
を提供しビジネスを拡大します。

2業種戦略

3製品戦略

新しい市場

規模が大きく
成長する市場

高いシェアを
もつ市場

再生可能エネルギー
◎バイオマス
◎地熱・風力・太陽熱発電

機能性
化学

電力

石油・ガスの
開発工程

石油化学

石油精製

得意とする
業種での一層の
事業拡大

注力する
業種の拡大

設備
投資

減価償却費の範囲内の
設備投資（M&Aを除く）
を原則として実施

研究
開発

現状の投資額を継続しな
がら売上を拡大し、売上高
研究開発費比率8％を維持

M&A
投資

制御事業の製品ラインアップの拡充
や高付加価値コンサルティングサー
ビスの強化を目的に積極的に検討

成長戦略 計測機器事業

ビジネス構造改革戦略

投資方針

為替の変動の
影響を受けにくい

ビジネス構造を確立
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南アフリカ共和国の当社子会社であるYokogawa South Africaは、同国の国営電力会

社エスコムから、ツツーカ石炭火力発電所の屋外設備（石炭貯蔵・運搬、灰処理等）及び水処

理設備向け制御システムを受注しました。エスコム社は、同国の約95パーセント、アフリカ大

陸全体の約45パーセントの電力を供給する大手電力会社です。同社にはこれまで3,000台

を超す差圧・圧力伝送器を納入してきましたが、制御システムの受注は今回が初めてです。

ツツーカ石炭火力発電所は、1985年に操業を開始した総出力365万4,000キロワット

の同国有数の大型火力発電所です。今回受注したプロジェクトでは、最新の統合生産制御システム「CENTUM VP」をはじめ、

プラント情報管理システム、差圧・圧力伝送器などにより老朽化した設備を更新し、環境に配慮した運転を実現します。

同国では、経済成長に伴う電力不足への対応が急務となっており、2030年までに電力供給を現在のほぼ2倍の約9,000万

キロワットに拡大する計画が進められています。当社は今回の受注を機にアフリカでの電力ビジネスを拡大し、電力の安定

供給を支えていきます。

ロシアの当社子会社Yokogawa Electric CISは、本年9月、ロシア連邦

タタールスタン共和国のカザン国立工科大学と共同で、計測・制御技術

分野の教育を行うテクニカルセンターを同大学内に開設しました。

テクニカルセンターには、当社の最新の統合生産制御システムや安全計

装システム、シミュレーション環境、差圧・圧力伝送器、記録計などで構成さ

れた模擬プラントが設置されています。大学生やプラントエンジニアを

対象に、最新の計測・制御技術に関する講義や実技形式の授業を行います。

当社は1993年にモスクワ駐在員事務所を開設して以来、CIS（独立国家共同体）諸国における営業・エンジニアリング・

サービス体制の強化に努め、ロシアを中心に大きく売上を伸ばしています。今後も、石油・天然ガスなどの資源に恵まれ制御

市場の成長が見込まれるCIS諸国において、人材育成支援などの地域貢献を行いながらビジネスを拡大していきます。

電力計は、電気機器の消費電力を測定する装置で、家電製品、照明器具、産業
用機器の開発や生産ラインなどで広く使用されています。世界的に高いシェアを
誇る当社の高精度電力計は、さまざまな場で活躍していますが、東日本大震災の
影響による電力不足が社会的問題となるなかで節電対策にも役立っています。

日本マイクロソフトは今年5月、パソコンの消費電力を3割削減できる
Windows対応のソフトを開発しましたが、効果検証の際に、待機時の消費電力を測定する機器として当社のプレシジョンパワー
アナライザ「WT3000」が活用されました。これは当社が無償で貸与したものです。

また当社では、節電対策として社内のパソコンの設定を変更し、この設定の効果検証をプレシジョンパワーアナライザ
「WT1800」で行いました。当社は今後も精密電力測定などの計測技術の提供を通じて社会に貢献していきます。

タタールスタン共和国にカザン国立工科大学と共同で
テクニカルセンターを開設

YOKOGAWAの電力計が節電対策に貢献

南アフリカの大型火力発電所向け制御システムを受注

News@YOKOGAWA

CSR in Action

当社は、社会的責任投資（SRI）の世界的な株式指標である「ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・アジア・パシフィック・インデッ
クス」の構成銘柄に、2年連続で採用されました。
「ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・インデックス」は、米国ダウ・ジョーンズ社とスイスのSRIに関する調査専門会社サステイナブル・

アセット・マネジメント社が共同開発した株式指標で、経済・環境・社会の3つの側面から企業を分析し、優れた会社を選定するものです。
2011年のアジア・パシフィック・インデックスでは、アジア太平洋地域内の主要企業600社から当社を含む156社が選ばれました。

当社では、今夏の電力不足に対応するため、事業所ごとの輪番休日や夏休みの輪番取得、空調温度の28度設定の徹底、エレベータの
使用制限、パソコンの省電力設定など、さまざまな節電対策を実施しました。その結果、今夏の最大使用電力を基準値（国内６事業所
合計の昨夏の最大使用電力）と比較して28.2％削減することができました。継続できる施策については引き続き実施し、今後も節電の
努力を続けていきます。

「ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・アジア･パシフィック・インデックス」に採用

夏期の節電対策で最大使用電力を昨年比28%削減

タンザニア

コンゴ民主共和国

アンゴラ

ナミビア
ボツワナ

ザンビア

ジンバブエ

レソト

スワジランド

モザンビーク

マダガスカル

南アフリカ

コンゴ
共和国ガボン ルワンダ

ブルンジ

マラウィ

ケープタウン

ツツーカ
石炭火力発電所

ヨハネスブルグ

9月1日に開催した開所式には、タタールスタン共和国の
ミニハノフ大統領も臨席されました。

プレシジョンパワーアナライザ「WT1800」
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通期（2011年度）のセグメント別業績予想
当中間期の実績が8月9日発表の業績予想を上回ったことを踏まえ、売上高予想を30億円、営業利益予想及び経常利益

予想を20億円、当期純利益予想を10億円それぞれ上方修正しました。セグメント別には、制御事業では、受注高予想及び
売上高予想を20億円、営業利益予想を15億円それぞれ上方修正し、計測機器事業では、売上高予想を10億円、営業利益
予想を5億円それぞれ上方修正しました。その他事業については、受注高予想を10億円下方修正しましたが、売上高
予想及び営業利益予想は据え置きました。

※中間期とは、第2四半期累計期間を指しています。

第136期（2011年度）中間期のセグメント別概況

2008年度
通期

2009年度
通期

2010年度
通期

ROS（売上高営業利益率）/
ROE（自己資本利益率）/ ROA（総資産利益率）
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セグメント別2011年度通期業績予想
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営業利益
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増減額

（単位：億円）

2009年度
中間

58.5

881

2010年度
中間

58.8

901

通期（見通し）
2011年度
中間

3,360

2,720

410
230

1,298

183
97

1,578

通期（見通し）
2011年度
中間

68

79

-8

180

150

通期（見通し）
2011年度
中間

2,920

410
230

1,519

180

1,790

-3
-30

2011年度
中間

61.5

970

3,560

91

0

2010年度（中間） 2011年度（中間）

受注高 1,376 億
円 1,519 億

円

売上高 1,238 億
円 1,298 億

円

営業利益 67 億
円 79 億

円

測定器ビジネスでは、電力測定器や光関連
測定器の需要が堅調に推移し、半導体テスタ
ビジネスでも、メモリ前工程向けテスタ分野に
設備投資の動き。これらの結果、受注高は
横ばい、売上高は増加し、営業損益は売上高
の増加及び固定費・研究開発費の減少などに
より損失が減少。

日本市場では、一部に東日本大震災の復興需要
が見られたものの、夏期の電力供給不足や急激
な円高の進行による設備投資の減退により、
市場の先行きが不透明な状況で推移。一方、
海外市場では、東南アジア、中国、インド、ブラ
ジル、オーストラリアなどの市場で、引き続き
エネルギープラントや電力プラントなどの
需要が堅調に推移。これらの結果、受注高、
売上高、営業利益とも増加。

2010年度（中間） 2011年度（中間）

受注高 180 億
円 180 億

円

売上高 180 億
円 183 億

円

営業利益 -29 億
円 -8 億

円

Business Review

※「その他事業」は、受注高91億円、売上高97億円、営業損失3億円です。

（注）新会計基準の適用により、2010年度からセグメント情報の集計方法が変わりました。 2009年度中間・通期の数値は新集計方法により組み換えた数値です。
　　記載金額は億円未満を四捨五入して表示しています。

制御事業 計測機器事業
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連結財務諸表（要約）

Financial Statements

（単位：百万円）

科目
当第2四半期
連結会計期間末
2011年9月30日

前連結会計年度末
2011年3月31日 増減

負債の部
流動負債 144,037 152,093 △8,056

支払手形及び買掛金 24,930 28,806 △3,876
短期借入金 57,386 54,258 3,128
賞与引当金 10,706 11,526 △820
その他 51,015 57,503 △6,488

固定負債 59,474 63,907 △4,433
長期借入金 53,176 56,739 △3,563
退職給付引当金 1,927 2,067 △140
その他 4,370 5,101 △731

負債合計 203,512 216,000 △12,488
純資産の部
株主資本 156,498 155,755 743

資本金 43,401 43,401 0
資本剰余金 50,344 50,344 0
利益剰余金 73,754 73,011 743
自己株式 △11,001 △11,001 0

その他の包括利益累計額 △21,190 △14,053 △7,137
その他有価証券評価差額金 661 2,145 △1,484
繰延ヘッジ損益 28 △137 165
年金負債調整額 △345 △374 29
為替換算調整勘定 △21,535 △15,686 △5,849

少数株主持分 3,636 3,529 107
純資産合計 138,944 145,232 △6,288
負債純資産合計 342,456 361,233 △18,777

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

主に、これまで製造費用に計上していた研究開発費を、一般管理費として
計上するよう会計処理の変更を行ったことなどにより、前年同期と比較
し販売費及び一般管理費が99億75百万円増加しました。

販売費及び一般管理費6

これまで製造費用に計上していた研究開発費を一般管理費として計上する
よう会計処理の変更を行ったこと及び機種構成の変化から粗利率が改善した
ことなどにより、前年同期と比較し売上総利益が129億21百万円増加しました。

売上総利益5
円高により外貨建て負債の円貨評価額が減少したことなどから、負債が
前年度末と比べ124億88百万円減少しました。

負債3

海外関係会社への外貨建て投資の円貨評価額が円高により減少した
ことなどから、為替換算調整勘定が前年度末と比較し58億49百万円
減少しました。

為替換算調整勘定4
売掛金の減少や、円高により外貨建て資産の円貨評価額が減少したこと
などから、総資産が前年度末に比べ187億77百万円減少しました。

資産2

売掛金の流動化（売掛債権を第三者に譲渡し現金化すること）を増や
したことなどから、受取手形及び売掛金が前年度末に比べ89億66百万円
減少しました。

受取手形及び売掛金1

2

1

3

4

5

7

6

8

9

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済241億円を
行った前年同期に比べ252億87百万円増加し、5億12百万円の収入と
なりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー9

希望退職に伴う特別退職金34億円の支払いがあったことなどから、営業
活動によるキャッシュ・フローが前年同期に比べ15億20百万円減少
しました。

営業活動によるキャッシュ・フロー8

営業利益が増加したこと、また前年同期に有価証券評価損26億円を計上
した特別損失が、33億円から8億円に減少したことなどから、前年同期と
比較し四半期純利益が42億15百万円改善しました。

四半期純利益7

連結貸借対照表
科目

当第2四半期
連結会計期間末
2011年9月30日

前連結会計年度末
2011年3月31日 増減

資産の部

流動資産 193,237 207,136 △13,899

現金及び預金 55,438 58,663 △3,225

受取手形及び売掛金 94,526 103,492 △8,966

商品及び製品 16,256 16,477 △221

仕掛品 7,690 8,745 △1,055

原材料及び貯蔵品 11,482 10,250 1,232

その他 10,603 12,682 △2,079

貸倒引当金 △2,759 △3,175 416

固定資産 149,219 154,096 △4,877

有形固定資産 78,913 81,101 △2,188

無形固定資産 29,986 30,095 △109

投資その他の資産 40,319 42,899 △2,580

投資有価証券 30,193 31,731 △1,538

その他 10,483 11,535 △1,052

貸倒引当金 △357 △368 11

資産合計 342,456 361,233 △18,777

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

2011年4月  1日から
2011年9月30日まで

前第2四半期
連結累計期間

2010年4月  1日から
2010年9月30日まで

増減

売上高 157,751 153,341 4,410

売上原価 90,667 99,178 △8,511
売上総利益 67,084 54,163 12,921

販売費及び一般管理費 60,267 50,292 9,975

営業利益 6,816 3,871 2,945

営業外収益 1,555 1,830 △275
受取利息 165 160 5
受取配当金 333 366 △33
持分法による投資利益 254 373 △119
その他 800 930 △130

営業外費用 4,154 3,857 297

支払利息 1,322 1,538 △216
為替差損 1,361 1,541 △180
その他 1,471 777 694

経常利益 4,216 1,844 2,372

特別利益 98 348 △250
特別損失 814 3,312 △2,498
税金等調整前四半期純利益（△損失） 3,500 △1,120 4,620

法人税、住民税及び事業税 2,342 2,180 162
法人税等調整額 132 △37 169
少数株主利益 299 226 73

四半期純利益（△損失） 726 △3,489 4,215

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

2011年4月  1日から
2011年9月30日まで

前第2四半期
連結累計期間

2010年4月  1日から
2010年9月30日まで

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,313 5,833 △1,520

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,608 △4,308 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー 512 △24,775 25,287

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,120 △2,252 △868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,902 △25,502 22,600

現金及び現金同等物の期首残高 57,334 76,555 △19,221

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） △0 76 △76

現金及び現金同等物の四半期末残高 54,432 51,129 3,303
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Share Information Corporate Information

Corporate Information

会社概要／役員
役員一覧�(2011年9月30日現在)

代表取締役社長 海堀　周造
取締役常務執行役員 奈良　　寿
取締役常務執行役員 黒須　　聡
取締役 西島　剛志
社外取締役 棚橋　康郎
社外取締役 勝俣　宣夫
社外取締役 浦野　光人

常勤監査役 小柳　敬史
常勤監査役 牧野　　清
社外監査役 引馬　　滋
社外監査役 池田　輝彦
社外監査役 壱岐　浩一

常務執行役員 山本　順二
� 藤井　　隆
� 白井　俊明
� 作野　周平

鈴木　周志

執行役員 山田　　博
� 山崎　正晴
� 中條　孝一
� Tony Lee
� 前村　幸司
� 大竹　　眞

小西　信彰
穴吹　淳一

会社概要�(2011年9月30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 19,295人（連結）　4,270人（個別）

本社 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

事業所 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

支社・支店・営業所 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

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・
エンジニアリング・
サービス拠点

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・ナイジェリア・
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

株式情報
株式の状況(2011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

31,551 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） 23,178,900 8.63

第一生命保険株式会社 22,697,000 8.45

日本生命保険相互会社 14,284,615 5.32

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 14,076,500 5.24

横河電機持株会 8,917,075 3.32
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

6,643,990 2.47

東京海上日動火災保険株式会社 4,694,936 1.75

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 4,617,010 1.72

モルガンスタンレーアンドカンパニー
エルエルシー 4,366,402 1.63

ジュニパー 3,784,600 1.41

※当社は自己株式を11,072,630株所有していますが、上記の大株主からは除外しています。

株価・売買高の推移

60,000

40,000

20,000

0

1,000

750

500

250

0
売買高
（千株）

当社株価（円）
14,000

12,500

11,000

9,500

8,000

2009年

日経平均株価（円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月

日経平均株価

当社株価

11月10月 12月 1月 2月 3月
2010年 2011年

10月11月12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月1月

所有者別株主分布状況

所有者別株式分布状況

株主数
31,551名

個人株主 30,746名  (97.45%)
その他法人 358名  (1.13%)
外国株主 342名  (1.08%)
金融機関 63名  (0.20%)
証券会社 41名  (0.13%)
自己株式 1名  (0.00%)

株式数
268,624千株

外国株主 62,172千株  (23.14%)
個人株主 49,688千株  (18.50%)
その他法人 14,997千株  (5.58%)

自己株式 11,072千株  (4.12%)
証券会社 6,997千株  (2.61%)

金融機関 123,695千株  (46.05%)
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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

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　東京都中央区八重洲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）

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/

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/

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。

【お知らせ】 単元未満株式をお持ちの株主様へ

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

株主メモ




