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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130期中間事業報告書をお届けするにあたり、一言ごあいさつ

申し上げます。

当社グループは2000年１月、「健全で利益ある経営」を

目指し、新長期経営構想「VISION-21＆ACTION-21」を発表

しました。その最初のマイルストーンとして、2006年3月期に

連結営業利益500億円、連結売上高5,000億円を達成すること

を掲げ、「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

まいりました。

これまでの施策は着実に成果を上げ、2004年3月期、

2005年3月期は、2期連続して過去最高の売上、利益を更新

することができました。目標の達成年度にあたる当期は、これ

まで実施してきた施策の成果を刈り取る年と位置づけ、施策の

徹底を図り、目標達成に向けて全力を尽くしております。

当中間期は、半導体テスタを中心に計測機器事業が低調に

推移したことから、計画を下回る結果となりましたが、これまで

取り組んできた構造改革など数々の施策の成果は確実に現れて

きております。下期も新長期経営構想で掲げた目標の達成を

あきらめることなく、最大限の努力を続けてまいりますので、

引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2005年12月

代表取締役社長

株主の皆様へ
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第130期中間期決算のポイント

●制御事業－売上、利益が大幅に増加

・プラント建設が相次ぐ海外市場で引き続き好調な受注が続く

・国内では利益管理体制の強化により収益性が向上

●計測機器事業－受注、売上とも伸び悩み

・メモリテスタ市場が調整期に入ったことから半導体テスタビジネスの受注、売上が減少

・光通信関連の市況低迷により測定器ビジネスも計画未達

制御事業は昨年に引き続き売上、利益を伸ばしましたが、

計測機器事業の主力ビジネスである半導体テスタビジネスが伸び悩んだことから、

当中間期は計画を下回る結果となりました。
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●中間期の業績概況
当中間期は、主要ビジネスである制御事業については昨年

に引き続き好調に推移しましたが、計測機器事業が半導体

テスタを中心に伸び悩み、連結受注高1,838億円（前年

同期比121億円6.2％の減少）、連結売上高1,778億円

（同93億円5.0％の減少）、連結営業利益77億円（同28

億円26.9％の減少）という結果になりました。

海外制御市場では、エネルギー需要の増大と原油高を背

景に、石油、石油化学、天然ガスなどの大型プラント設備

への投資が活発に推移しています。こうしたなかで、制御

事業においては、継続した開発投資に基づく当社製品の信

頼性、プロジェクト遂行能力の高さが評価されて多くのプ

ロジェクトを受注し、その実績がまた次の受注に結びつく

という好循環につながってきています。一方、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国内

市場では、プロジェクト一つひとつの利益管理体制を強化

するなどビジネスの収益基盤の磐石化を図りました。これ

らの結果、制御事業全体で、売上、利益が大幅に増加しま

した。

計測機器事業については、半導体テスタ市場において、

第1四半期に液晶駆動用ＩＣ向けテスタの需要に回復の兆

しがみられたものの、第2四半期に主力機種であるメモリ

テスタの投資が調整期に入ったことから、テスタビジネス

全体の受注、売上が減少しました。測定器ビジネスでは、

昨年、各地に分散していたリソースの集約を図り、営業体

制や開発体制を強化してきましたが、主要市場である光通

信関連の市況が引き続き低迷したことから、当中間期も引

き続き厳しい結果となりました。この結果、計測機器事業

は、受注、売上、利益とも前年同期の実績を下回る結果と

なりました。

情報サービス事業においては、当社が強みを発揮できる

領域にリソースを集中してビジネスを展開した結果、受注、

売上、利益とも前年同期を上回りました。また、航機そ

の他事業においては、民需ビジネスの拡大に努めました

が、子会社で行っている部品販売ビジネスの絞り込みを

行ったことから、受注、売上が前年同期を下回る結果と

なりました。

第130期中間期のご報告と下期の見通し

■ 業績概要 （単位：億円、億円未満四捨五入）

当中間期 当中間期 前中間期 前年同期比較
計画 実績 実績 増減額 増減率

受注高 制　御　事　業 1,090 1,089 1,092 △ 3 -0.3%
計 測 機 器 事 業 470 404 511 △ 107 -20.9%
情報サービス事業 120 135 127 8 6.3%
航機その他事業 220 210 229 △ 19 -8.3%
全　　　　　　社 1,900 1,838 1,959 △ 121 -6.2%

売上高 制　御　事　業 1,020 1,006 916 90 9.8%
計 測 機 器 事 業 450 396 578 △ 182 -31.5%
情報サービス事業 110 127 110 17 15.5%
航機その他事業 220 249 267 △ 18 -6.7%
全　　　　　　社 1,800 1,778 1,871 △ 93 -5.0%

営業利益 制　御　事　業 90 94 54 40 74.1%
計 測 機 器 事 業 10 △ 14 62 △ 76 -122.6%
情報サービス事業 △ 5 △ 7 △ 14 7 －
航機その他事業 5 4 4 0 0.0%
全　　　　　　社 100 77 106 △ 28 -26.9%

経常利益 80 84 100 △ 16 -16.2%
当期利益 30 18 28 △ 10 -35.5%
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●下期及び通期の見通し
制御事業は、海外市場でプラント建設の投資が引き続き

好調に推移することが予想され、また国内市場においても

利益管理の強化により収益性が改善すると見込まれることか

ら、当初計画を達成できる見通しです。一方、計測機器事業

については、半導体テスタビジネスにおいて下期に戦略製品

を投入し、既存顧客でのシェア拡大はもとより新規顧客の開

拓に注力してまいりますが、液晶駆動用ICテスタの投資及び

メモリテスタへの投資が年初計画よりも下回ることが予想さ

れるため、当初計画を下回る見通しです。

情報サービス事業では医療情報ビジネスが好調で、当初

計画を上回る見通しです。また、航機その他ビジネスでは、

航空機向けビジネスで引き続き民需の拡大に努めるととも

に、診療報酬適用となり今後の市場の拡大が見込める脳磁

計ビジネスの拡大を図りますが、現在子会社で行っている

部品外販ビジネスを縮小するため、当初計画を下回る見通

しです。

これらの各ビジネスの状況を鑑み、当初計画を修正し、

受注は当初計画比100億円減の4,000億円、売上は同

100億円減の3,900億円、営業利益は同50億円減の300

億円を今期の計画といたしました。
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YOKOGAWAは、2010年に制御市場でグローバルNo.1になることを目指し、グローバル体制を強化する

など数々の施策を進めています。ここでは、最近の成果や施策についてご紹介します。

制御事業 グローバルNo.1を目指して

今後のＹＯＫＯＧＡＷＡもっと知りたい

中東でエネルギー関連の受注相次ぐ

サ ウ ジ ア ラ ビ ア �

エ ジ プ ト �

アラブ首長国連邦�

カタール�

クウェート�

イ ラ ク �

イスラエル�
� ヨルダン�

イ ラ ン �
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海
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■ 石油・天然ガス�

● 天然ガス�

◆ 石油・石油化学�

▲ 石油化学�

★ 石油�
クルサニヤ■�

ハウイア●�

●ジュアイマ�

◆ラービグ�

▲ヤンブー�
●ハブシャン�ルワイス●�

バーレーン★�

クルサニヤ■�

ハウイア●�

●ジュアイマ�

◆ラービグ�

▲ヤンブー�
●ハブシャン�ルワイス●�

バーレーン★�

受注プロジェクトの建設予定地�

エネルギー需要が急激に増大するなか、中東をはじめとする

世界各地で、油田開発や天然ガス開発、関連する化学プラント

の新設・能力増強が相次いでいます。バーレーンの現地法人

「Yokogawa Middle East B.S.C.（c）」を中心に、中東でお

客様に密着した営業活動を展開してきた当社は、こうした好

環境のなかで、内定を含め8件の大規模プロジェクトを立て

続けに受注しました。昨年度の中東地域での売上実績は約

140億円ですが、今年度は、これら大規模プロジェクトだ

けですでに受注額が230億円に達する勢いです。

受注したのは、天然ガス分離精製、石油精製、石油化学な

どのプラント建設プロジェクトで、採用された製品は、統合

生産制御システム「CENTUM
セ ン タ ム

CS
シーエス

3000 R3」や安全計装

システム「ProSafe-RS
プロセーフ アールエス

」、流量計や差圧・圧力伝送器など

多種に及びます。これまでの活動を通して、当社のソリュー

ション提案力、大規模プロジェクトにおける数多くの実績な

どが高く評価され、今回の成果に結び付きました。

また当社は、中東におけるエンジニアリング力を強化する

ため、エンジニアリング会社2社を設立することを決定しま

した。アラブ首長国連邦には「Yokogawa Engineering

Middle East FZE」を、バーレーンには「Yokogawa

Engineering Bahrain SPC」を設立し、それぞれ2005年

12月、2006年2月に操業を開始する予定です。これによ

り、大規模プロジェクトが目白押しの中東で更なる受注拡大

を目指します。
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中国に販売、マーケティング、エンジニアリング、サービスの統括会社を設立

当社は、急速な成長が見込める中国市場で事業を一層拡大し

ていくため、中国における販売、マーケティング、エンジニア

リング、サービスの機能を統括する新会社「横河電機（中国）

商貿有限公司」を100％出資で設立しました。2006年１月

より、100人体制で営業を開始する予定です。

当社は2002年、中国ビジネスの統括機能を担う「横河電

機（蘇州）有限公司」を100%出資で設立しました。同社は、

営業、サービス、生産の各機能を備え、既存の現地合弁会社

と協力しながら主導的に市場開拓を行ってきました。このた

びの新会社設立は、中国においてもグローバルコンペティ

ションが加速され、顧客ニーズが高度化するなかで、さらに

競争優位にビジネスを展開するために、YOKOGAWAの総合

力を結集したトータルソリューションを提供できる体制を構

築することを目的としています。なお、生産機能については、

これまでどおり「横河電機（蘇州）」が統括します。

新会社は、中国市場における成長戦略を展開する中核会社

と位置づけ、当社中国工場で生産した製品の販売はもとより、

中国外からの輸入販売も行うなど、営業機能を大幅に拡充し

ます。2010年度に中国の計測・制御市場で30％以上のシェ

アを獲得することを目指します。

ダイセル化学工業と「知的生産支援コンサルティング」の協業で契約締結

当社は、お客様の企業活動全体を対象に最適なソリュー

ションを提供するETS（Enterprise Technology Solutions）

企業を目指しています。これを実現する施策の一つとして、

当社はダイセル化学工業株式会社と、「知的生産支援コンサ

ルティング事業」において協業する契約を締結しました。

これは業界でも初めての試みです。

「知的生産支援コンサルティング事業」とは、自社工場の

生産性改革で画期的な成果を上げたダイセル化学工業の手法

やノウハウと、生産現場はもとより企業活動全体を対象にお

客様の経営効率向上に貢献してきたYOKOGAWAの技術や

ソリューション提供能力を合わせて、石油、石油化学、化学

などの分野に代表されるプロセス製造業の生産性向上に貢献

していこうというものです。国内のプロセス製造業は、世界

規模での競争激化にさらされるなかで勝ち残りをかけたコス

トダウンに取り組んでおり、今回の協業ではこれら国内プロ

セス製造業を対象に事業を展開します。

この事業では、両社のノウハウやソリューションをETS

手法「ProVation
プ ロ ベ ー シ ョ ン

TM」として提供し、お客様の課題発掘か

らビジョンの策定、システム化、そして各ステップを通して

の成果の把握に至るまでのコンサルティングを実施します。

今後3年間で顧客の30事業所に対して、総額1,000億円以

上の生産性の改善を支援する計画です。

予備調査�
課題発掘～ビジョン策定�

基盤整備� 安定化� 標準化� システム化�

成果の把握�

知的生産支援コンサルティングの流れ�
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光通信関連ビジネスの発展に向けて研究開発・生産拠点を新設

当社は、化合物半導体の開発・生産拠点として、神奈川県相模原市に約2万平方メートル

の土地を取得し、新拠点の建設に着手しました。

光通信機器の市場は、通信事業者が回線の光ファイバー化を推進する方針を明らかにして

いることから、今後も大規模な投資が継続されることが見込まれています。こうした市場に

向けた光通信用半導体の先端技術を持つ当社は、今後の急速な市場拡大を視野に入れ、いち

早く半導体を安定供給できる生産体制を整えるとともに技術開発を加速するため、新拠点建

設に着手したものです。

新拠点には、最新の免震構造を取り入れた地上5階建ての施設を建設し、光通信用デバイスや、

測定器、半導体テスタ用デバイスを中心とする半導体を、年間100万個生産します。竣工は

2006年11月の予定です。

新たな事業の育成に向け「ライフサイエンス事業部」発足

当社は、ライフサイエンス分野を新たな事業の柱に育てるため、2005年10月、ライフサ

イエンスやバイオテクノロジーなどの分野にかかわる組織を統合して「ライフサイエンス事

業部」を発足させました。

同事業部では、「超伝導量子干渉素子（SQUID）を応用した脳磁計をはじめとする生体計

測装置ビジネス」「生細胞観察に不可欠なツールである共焦点顕微鏡ビジネス」「創薬分野の

研究開発支援装置などを開発する創薬支援関連ビジネス」の3つの事業を展開し、今後の成

長が見込める有望市場での事業拡大を目指します。

新事業部は、本年11月に竣工した金沢事業所に本拠を置き、この分野で豊富な経験をもつ

人財を１か所に集め、ビジネスプランの策定やマーケティング、技術開発、生産活動を効率

的に進めていきます。

YOKOGAWAは、制御事業に続く柱を育成するため、計測機器事業の拡大はもとより、ライフサイエンス分野

など新分野の開拓にも積極的に取り組んでいます。ここでは、将来の発展に向けた新拠点の開設や新技術につ

いてご紹介します。

計測機器事業の成長戦略

今後のＹＯＫＯＧＡＷＡもっと知りたい

新拠点の完成予想図

11月に竣工した金沢事業所
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「光パケットネットワーク」を使った映像伝送実用化実験に世界で初めて成功

当社と北海道放送株式会社は、「40Gbps光パケットネットワークシステム ynet
ワイネット

TM」の試作

機を使い、ハイビジョン映像などの大容量画像データを放送局内で伝送する共同実験に、世界

で初めて成功しました。

「40Gbps光パケットネットワークシステム ynetTM」は、当社が2005年1月に世界に先駆

けて開発に成功したシステムで、光を光のままスイッチ（経路切り替え）し、超高速・大容量

の通信を実現するものです。従来の技術では、光信号を電気信号に変換し、電気回路を介して

スイッチして、また光に変換するという煩雑な構成を必要としました。これまで、「光パケット

ネットワークシステム」の実用化は2015年ごろと見られていましたが、今回の実験の成功で、

“映像編集系ネットワーク”“社内情報系ネットワーク”“館内共聴設備”を統合する局内の基幹

インフラへの導入が、現実的なものとなりました。このシステムは、YOKOGAWA独自の光

スイッチ素子をはじめとするキーコンポーネントをもとに開発したもので、他社を大きく引き

離す最先端の技術です。

当社は、今後、今回の実験の検証結果をもとにシステムの改良を行い、「光パケットネット

ワーク」を活用した新しい映像伝送システムの実用化を目指します。2006年度には、放送局

などをユーザーに想定した新システムの製品化を予定しています。

実験システム構成図�

※1 HD…High Definition�
※2 ＳＤ…Standard Definition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�

コンバータ�

コンバータ�

コンバータ�

コンバータ�

HD※1信号�

SD※2信号�

コンバータ�

モニタ�

モニタ�

モニタ�

200m

200m

20m

オフィス C

オフィス B

オフィス A

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�

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�

光パケットスイッチ

光メディアマネージャ
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おかげさまで、YOKOGAWA は90

1915年9月1日、東京市渋谷町に創設された「電気計器研究

所」からスタートしたYOKOGAWAは、本年、90周年を迎えま

した。創業以来、第二次世界大戦、高度経済成長など、激動す

る社会と経済情勢を、独自の計測、制御、情報を技術ドメイン

とする企業活動によって乗り越え、今や全世界29か国に

18,994人の社員を擁するグローバル企業へと発展しました。

90年の歩み

1915年 建築家・工学博士
横河民輔が、横河
一郎、青木晋の参
加を得て、東京市
渋谷町に電気計器
研究所を設立。

1917年 電気計器を発売。日本の電気計器国産
化の先駆けとなる。

1920年 株式会社組織とし、（株）横河電機製作所
と称す。

1924年 日本で初めて携帯
用電磁オシログラ
フの開発に成功。

1933年 航空計器、流量・温度・圧力等の自動
調整装置の研究・製造を開始。

1948年 株式を一般に公開。

1950年 日本初の電子管式自動平衡計器を完成。

1955年 フォックスボロー社（米国）と工業計
器に関する技術援助契約を締結。

1957年 北米営業所 Yokogawa Electr ic
Works, Inc.を設立。

1963年 ヒューレット・
パッカード社（米国）
と合弁で、横河・
ヒューレット・
パッカード（株）
を設立。

1973年 ブラジル営業所 Yokogawa Eletrica
do Brasil Ind. E Com. Ltda.を設立。

1974年 シンガポール工場
Y o k o g a w a
E l e c t r i c
Singapore Pte.
Ltd.を設立。

90周年を記念して、さまざまな行事を開催しました。

90周年という節目に際し、当社は、YOKOGAWA技術未来展の開催、

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の日本公演への協賛、レスポン

スセンターのリニューアルなど、さまざまな取り組みを行いました。

また、中間配当として、5円の普通配当に加え5円の記念配当（計10

円の中間配当）も実施しました。これらの取り組みの中からいくつか

をご紹介します。

■ふれあい感謝まつり

10月3日、本社グラウンドで、近隣の方々にもご参加いただき

「ふれあい感謝まつり」を開催しました。90周年記念事業の一つとし

て、本社グラウンドの人工芝敷設や周辺の緑化なども実施しており、

生まれ変わったグラウンドで秋のひとときをお楽しみいただきました。

当日は、本社内の見学ツアーや、当社の歴史に残る製品を収集した

「YOKOGAWAアーカイブズ」の紹介なども行いました。

■レスポンスセンター、校正設備などの拡充

制御事業でグローバルNo.1を目指す当社は、サービスネットワーク

を世界規模で一層充実させることを目的に、24時間365日体制でお

客様の要求にお応えするレスポンスセンターをリニューアルし、本年

6月、本社に「Yokogawa Global Response Center」をオープン

しました。また、これと併せてショールーム、デモルームもリニュー
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A は90周年を迎えました。 1974年 ヨ ー ロ ッ パ 営 業 所 Yokogawa
Electric (Europe) B.V.を設立。

1975年 世界初の分散形制御
システム、総合計装制
御システム「CENTUM」
発表。

1982年 ゼネラル・エレクトリック社（米国）
と合弁で横河メディカルシステム（株）
を設立。

1983年 （株）北辰電機製作所
と合併、横河北辰電機
（株）に社名変更。

1983年 韓国横河電機（株）を設立。

1984年 アナログLSIテストシステ
ム「Model3520シリー
ズ」を発売。LSIテスタ市
場に参入。

1986年 西安儀表廠と合弁で、中国初の計装シ
ステム設計・販売会社、西儀横河控制
系統有限公司を設立。

1987年 インドにシステム製品の製造・販売を
行う合弁会社、Yokogawa Keonics
Ltd.を設立。

1988年 デジタルオシロスコープ「DL2100」
シ リ ー ズ 、 任 意 波 形 発 生 器
「AG2100」発売。電子測定器分野へ
積極展開。

2000年 新 長 期 経 営 構 想 「VISION-21 ＆
ACTION-21」を発表。

2002年 株式交換により安藤電気（株）の株式
を100％取得。

2005年 海外事業の統括会社、Yokogawa
Electric International Pte.Ltd.を
シンガポールに設立。

アルしました。甲府事業所においては、計測標準センター、校正セン

ターの拡充を図りました。

■YOKOGAWA技術未来展

センチュリーハイアット東京を会場に、10月26日から29日まで

「YOKOGAWA技術未来展」を開催し、お客様、投資家や株主の皆様、

学生をはじめとする方々にご来場いただきました。

本展では、国産初の電流計や電圧計、電力計をはじめとする計測器

や記録計、世界で最初の分散形制御システムなどを紹介する「The

Origin：原点と開発発展の道」、制御・計測機器など各事業の主力製品

やソリューション、脳磁計、共焦点顕微鏡に至るYOKOGAWAの広範

な取り組みを紹介する「The Solution：最新ETSソリューション／明

日のグローバル社会への貢献」、そして、マイクロプラント、フォトニ

クス、フィールドユビキタスなど将来の発展を支える技術を紹介する

「The Future：未来はお

客様とともに」という3

つのテーマのもとに展示

を行い、4日間で7,000

人 を 超 え る 方 々 に 、

YOKOGAWAの確かな技

術と大きな未来を実感し

ていただきました。

YOKOGAWAの90年という歴史は、常にその時代の最先

端技術を創造し続けた「品質第一主義」と、その品質に裏付け

られた「信頼性」によって支えられてきました。YOKOGAWA

では、これまでに築き上げてきた“YOKOGAWAブランド”の

価値をさらに高め、より一層発展するため、今後もたゆまぬ努

力を続けてまいります。

会場は連日、大変なにぎわいでした。
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■ 新たなセンサ技術の開発に取り組んだ

YOKOGAWA

私たちの快適な生活を支える電気、

ガス、水道水や、さまざまな工業製品は、

自動制御技術を採り入れたプラントで作

られています。こうしたプラントでは、

安定した運転を実現するため、配管や

タンクに取り付けられた多くのフィー

ルド機器が、温度や圧力、流量などを

測定し、制御装置にデータを送ってい

ます。差圧伝送器とは、配管内の流量

やタンク内の液位などを2点間の圧力差

によって測定する、代表的なフィールド

機器のことです。

この差圧伝送器の心臓部となるのが

センサで、その測定原理としては、ピエゾ

抵抗式、容量式、振動式が従来から知ら

れていました。

しかし、今までに無い独自の技術によ

り、小形、高精度で、大量かつ低コスト

の生産が可能なセンサを実現すれば、世

界のトップに躍進できる。そう確信して

いたYOKOGAWAは、最も安定してい

て高分解能ながら金属の機械加工でしか

実現していなかった振動式センサを、半

導体材料であるシリコンのマイクロマシ

ニングで作る、“シリコン振動式センサ”

という新たな技術の確立に向けて挑戦を

開始しました。

シリコン振動式センサ。普段聞きなれないこのセンサは、さまざまな

プラントで活躍するYOKOGAWAの差圧伝送器「DPharp
ディーピーハープ

」の心臓部

となる機器です。今回の「技術のDNA」では、YOKOGAWAが世界で

初めて実用化に成功した“シリコン振動式センサ”の開発についてご紹

介します。

■ 最新のマイクロマシニングで

技術的課題を解決

“シリコン振動方式”による差圧伝送器

用センサの開発は、1984年、エッチング

によってシリコン振動子を加工する技術を

確立することから始められました。

差圧伝送器の多くは、石油精製、化学、

電力、鉄鋼、紙パルプといったプラントで

使用されますが、こうしたプラントでの流体

圧力は、センサが測定する差圧の2000倍

もの高圧になる場合があります。“シリ

コン振動方式”のセンサが高精度で安定的

な測定を行うには、検出部分となる振動子

を真空状態の中に置かなければなりません

が、その真空室は、プラント中に高い圧力

が発生してもつぶされないよう、できるだ

け小さくすることが必要でした。

幅わずか35μｍ、高さ10μｍ（1μｍ＝

1/1000mm）という、人の髪の毛より細

い空洞に、振動子となるシリコンの弦を張

る。この難題を解決する鍵となったのが、

当時、学会に発表されていた最先端技術、

シリコンの結晶上に高精度な3次元加工を

する“マイクロマシニング”でした。

シリコン振動子の断面図

世界初のマイクロマシニング技術を 採

技 術 の D N A



■ トライ&エラーのその先に

1986年7月。DPharp開発プロジェ

クトが組織され、マイクロマシニング

技術によりシリコンの真空室と振動子

を形成する実験が開始されます。まる

でミクロのブロックを積み重ねるよう

な作業を繰り返す毎日。そんな研究作

業が半年も続いた1987年1月、ついに、

シリコン振動子が完成します。

しかし、振動子は完成したものの、振

動子を収める空洞を真空にする方法が見

つからずにいました。この問題を解決し

たのが、ある条件下で中空のガラス玉

（ガラスはシリコンの酸化物）に水素ガ

スが浸透するという、レーザー核融合で

用いられている技術を逆利用するアイデ

ア。シリコンの空洞に水素ガスを閉じ込

めた後、シリコンを通して水素ガスを外

へ出せば、その中は真空になるというわ

けです。この実験はなかなかうまくいき

ませんでしたが、完成予定日を大幅に越

えた1988年2月、やっとのことで成功

にこぎつけました。

ところが、再び問題が発生。うまく

いったのは1個だけで、実用化の正否を

握る2個目がなかなかできないのです。

トライ&エラーを繰り返す研究者たち。

辛抱強く実験を繰り返すなかで、ついに

2個目に成功。この成功こそ、“シリコン

振動式センサ”が実用可能な技術であ

ることを、世界で初めて証明した瞬間

でした。

■ グローバルシェア１位に向けて

シリコン振動子の研究結果は、

1988年の「日本電気学会センサシン

ポジウム」、1989年にスイスで開かれ

た「Transducers'89(固体センサに関

する国際学会)」で発表され、その技術

は世界に認められることとなりました。

マスコミなどから注目を集めるなか、

1991年、シリコン振動式センサを採

用した差圧伝送器DPharpは発売され、

翌92年2月に初出荷の日を迎えました。

1992年には、国内市場を主なターゲット

としたEJシリーズ、1995年には、世界

市場を視野に入れたEJAシリーズを相

次いで発売し、わずかな期間でグロー

バルシェア2位を獲得しました。販売実

績を伸ばすなかで、シリコン振動子の

技術は学術的にも成果が認められ、

1995年には、「大河内記念賞」と「全

国発明表彰特別賞」を受賞。学会で、

最先端技術として応用例が発表されて

いたマイクロマシニング技術を実用化

したことが、高く評価されました。

2003年には、従来製品の性能を大幅

に向上させ、差圧のほかに静圧を同時

に測定できる世界戦略製品EJXシリーズ

を開発。シリコンレゾナントセンサの

実用化から14年。稼働台数は170万台

に上り、グローバルトップを目指して

シェア拡大を続けています。

DPharpの最新機種EJXシリーズ

採用したシリコン振動式センサの開発

12
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科　　　　目
当中間期 前期　

増　減
2005年9月30日現在　2005年3月31日現在

資産の部

流動資産 218,263 233,641 △15,378

現金及び預金 28,190 40,720 △12,530

受取手形及び売掛金 110,080 116,916 △6,836

有価証券 323 74 249

たな卸資産 53,262 51,136 2,126

繰延税金資産 15,612 11,372 4,240

その他 12,546 15,200 △2,654

貸倒引当金 △1,752 △1,780 28

固定資産 167,792 166,626 1,166

有形固定資産 79,875 77,825 2,050

無形固定資産 12,595 13,627 △1,032

投資その他の資産 75,321 75,173 148

投資有価証券 50,121 42,514 7,607

その他 26,080 33,573 △7,493

貸倒引当金 △880 △913 33

資産合計 386,055 400,268 △14,213

（単位：百万円）

科　　　　目
当中間期 前期　

増　減
2005年9月30日現在　2005年3月31日現在

負債の部

流動負債 100,169 116,506 △16,337

支払手形及び買掛金 36,904 37,585 △681
短期借入金 11,898 14,244 △2,346
賞与引当金 9,834 11,085 △1,251
その他 41,531 53,591 △12,060
固定負債 107,149 110,494 △3,345

社債 20,000 20,000 －
新株予約権付社債 30,000 30,000 －
長期借入金 25,846 28,040 △2,194
退職給付引当金 5,180 6,099 △919
その他の引当金 478 513 △35
長期未払金 24,126 24,270 △144
その他 1,518 1,570 △52
負債合計 207,319 227,001 △19,682

少数株主持分

少数株主持分 4,629 4,515 114
資本の部
資本金 32,306 32,306 －
資本剰余金 35,474 35,463 11

利益剰余金 107,532 106,663 869

その他有価証券評価差額金 11,946 8,374 3,572

為替換算調整勘定 △4,975 △5,871 896

自己株式 △8,177 △8,184 7

資本合計 174,106 168,751 5,355

負債・少数株主持分及び資本合計 386,055 400,268 △14,213

現金及び預金
現金及び預金残高が、12,530

百万円減少しました。これは総資

産圧縮の方針に基づき、長期借入

金およびコマーシャルペーパー

などの有利子負債を返済したこと

によるものです。これにより総資

産は386,055百万円となり、前

期と比較し14,213百万円減少

しました。

受取手形及び売掛金
前期末に計上した売掛債権の早期

回収に努めた結果、受取手形及び

売掛金が6,836百万円減少しまし

た。これにより、売掛債権の回収

の早さを示す売掛残高月数は、前

期末3.6か月に対し3.5か月となり

ました。

投資有価証券・
その他有価証券評価差額金

投資有価証券残高が7,607百万

円増加しました。これは保有株

式の株価上昇に伴い、投資有価証

券の評価差額金が前期末に比べ

3,572百万円増加したことなど

によるものです。

その他流動負債
その他流動負債が12,060百万円

減少しました。これは有利子負債

圧縮の方針に基づきコマーシャル

ペーパー8,000百万円を返済した

ことによるものです。

中間連結貸借対照表

要約連結財務諸表

※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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科　　　　目
当中間期 前中間期　

増　減2005年4月01日から 2004年4月01日から
2005年9月30日まで 2004年9月30日まで

売上高 177,796 187,102 △9,306

売上原価 113,067 118,907 △5,840

売上総利益 64,728 68,195 △3,466

販売費及び一般管理費 56,995 57,623 △627

営業利益 7,733 10,571 △2,838

営業外収益 2,381 1,889 492

受取利息 167 170 △3

受取配当金 221 230 △9

為替差益 871 346 525

持分法による投資利益 653 589 64

その他 466 551 △85

営業外費用 1,763 2,492 △728

支払利息 369 403 △34

たな卸資産処分損 140 217 △77

たな卸資産評価損 527 674 △147

その他 726 1,196 △470

経常利益 8,350 9,968 △1,617

特別利益 77 1,046 △968

特別損失 3,749 7,657 △3,907

税金等調整前中間純利益 4,678 3,357 1,321

法人税、住民税及び事業税 2,050 1,222 827

法人税等還付金 15 12 3

法人税等調整額 481 △1,016 1,497

少数株主利益（控除） 330 320 9

中間純利益 1,832 2,842 △1,010

中間連結損益計算書 （単位：百万円）

科　　　　目
当中間期 前中間期　

増　減2005年4月01日から 2004年4月01日から
2005年9月30日まで 2004年9月30日まで

資本剰余金の部

資本剰余金期首残高 35,463 35,445 17

資本剰余金増加高 11 4 6

資本剰余金中間期末残高 35,474 35,449 24

利益剰余金の部

利益剰余金期首残高 106,663 99,210 7,452

利益剰余金増加高 1,837 2,842 △1,005

利益剰余金減少高 968 1,028 △59

利益剰余金中間期末残高 107,532 101,024 6,507

中間連結剰余金計算書 （単位：百万円）

科　　　　目
当中間期 前中間期　

増　減2005年4月01日から 2004年4月01日から
2005年9月30日まで 2004年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,287 8,107 3,180

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,432 △7,600 △2,832

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,052 △3,351 △10,701

現金及び現金同等物に係る換算差額 489 △74 564

現金及び現金同等物の増減額 △12,708 △2,918 △9,789

現金及び現金同等物の期首残高 40,091 34,417 5,673

現金及び現金同等物の中間期末残高 27,382 31,498 △4,115

中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

売上高・営業利益
半導体テスタの売上高が前期より

減少したため、売上高が9,306

百万円、営業利益が2,838百万

円減少しました。

営業外収益
米ドル／円の為替が計画レート

と比較し円安に推移したことに

より、為替差益が871百万円と

なったことなどから、営業外収

益が前年同期と比較し492百万

円増加しました。

特別損失
固定資産に対して減損会計を適

用したことにより、2,390百万

円の減損損失を計上しました。

キャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャルペー

パーの有利子負債12,847百万円

を返済した結果、財務活動による

キャッシュ・フローは14,052百

万円の支出となりました。この結

果、現金及び現金同等物の中間期

末残高は27,382百万円となり、

前年同期末と比較し4,115百万

円減少しました。



1515

科　目
当中間期 前期

2005年9月30日現在 2005年3月31日現在

資産の部

流動資産 137,631 157,206

現金及び預金 6,476 18,029

受取手形 5,285 4,462

売掛金 69,562 73,290

たな卸資産 14,578 12,349

繰延税金資産 13,467 9,344

短期貸付金 30,348 38,774

その他 7,554 10,375

貸倒引当金 △9,642 △9,421

固定資産 172,765 170,997

有形固定資産 43,040 41,713

無形固定資産 10,956 11,715

投資その他の資産 118,769 117,568

投資有価証券 84,497 77,575

繰延税金資産 15,480 22,483

その他 19,055 17,780

貸倒引当金 △264 △271

資産合計 310,397 328,203

中間個別貸借対照表

科　目
当中間期 前期

2005年9月30日現在 2005年3月31日現在

負債の部

流動負債 51,037 69,855

支払手形 1,866 1,287

買掛金 21,865 26,773

短期借入金 3,235 2,837

長期借入金
（一年以内返済予定） 1,736 4,236

コマーシャルペーパー － 8,000

未払法人税等 196 378

賞与引当金 5,909 6,911

その他 16,227 19,432

固定負債 93,819 95,603

社債 20,000 20,000

新株予約権付社債 30,000 30,000

長期借入金 24,206 25,833

長期未払金 18,478 18,613

その他 1,133 1,156

負債合計 144,856 165,459

資本の部

資本金 32,306 32,306

資本剰余金 35,287 35,276

利益剰余金 94,297 95,055

その他有価証券評価差額金 11,811 8,274

自己株式 △8,161 △8,167

資本合計 165,540 162,744

負債資本合計 310,397 328,203

当中間期 前中間期
科　目 2005年4月 1日から 2004年4月 1日から

2005年9月30日まで 2004年9月30日まで

売上高 109,558 124,033

売上原価 78,390 85,329

売上総利益 31,168 38,703

販売費及び一般管理費 31,003 32,094

営業利益 164 6,609

営業外収益 4,586 3,941

営業外費用 1,426 1,823

経常利益 3,324 8,727

特別利益 18 1,496

特別損失 2,706 5,114

税引前中間純利益 636 5,109

法人税、住民税及び事業税 29 28

法人税等調整額 453 △968

中間純利益 153 6,050

前期繰越利益 72,675 63,874

中間未処分利益 72,828 69,924

中間個別損益計算書 （単位：百万円）（単位：百万円）

要約個別財務諸表
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アンケート結果のご報告

第129期事業報告書で実施させていただきました株主

様アンケートは、2005年8月末日までに936人の方か

らご回答をいただきました。お忙しいなか、貴重なご意

見をお寄せいただいた株主の皆様には厚くお礼申し上げ

ます。今回のアンケートの集計結果から、いくつかの

ポイントをご報告いたします。

当社株式に投資いただいた情報源としましては、

「会社四季報」「新聞」とのご回答が昨年に引き続き高い

比率となりましたが、その一方で、「インターネット」

とのご回答が増加しました。また、当社株式の保有理由

につきましては、「将来性」とのご回答が最も多く、こ

れに続く「業績」「経営内容」とのご回答で大勢が占め

られました。

事業報告書のなかで参考になった記事につきまして

は、「今後のYOKOGAWA」に興味を持たれた方が最も

多く、続いて「当期のご報告と次期の見通し」、「技術の

DNA」が挙げられました。

今後お知りになりたい情報につきましては、「研究開

発情報」に続き、「経営トップのビジョン」、「経営情報」

とのご回答が多く、当社の企業活動に密着した情報発信

を、より多く希望される株主様が多数いらっしゃること

が分かりました。また、その他のご意見としては、「配当

が低い」、「どんな事業を展開しているのか分かりづらい」

など、さまざまなコメントをいただきました。

当社は、皆様からいただいたご意見、ご要望を真摯に

受け止め、インターネットによる情報発信の充実、個人

投資家の方々にも分かりやすい事業内容の解説、業績に

連動した配当政策の検討をはじめ、さまざまな取り組み

を行っていきたいと考えております。当社は今後とも、

株主、投資家の皆様とのより良好なコミュニケーション

に努めてまいりますので、引き続きご支援、ご鞭撻を賜

りますようお願いいたします。

今回の事業報告書をお読みいただいて、�
どの記事が参考になりましたか？�

当社の情報開示について�
どのような感想をお持ちですか？�

当社グループについて�
今後知りたい情報はなんですか？�
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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 18,994人（連結） 5,227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（2005年9月末現在） ■役員一覧（2005年10月1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
執行役員 瀧岸　眞一
（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。

会社概要 / 役員
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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 19,433 名

■大株主（上位10名、敬称略）

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 34,651,700 13.64

第一生命保険相互会社 22,282,300 8.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 18,986,100 7.48

日本生命保険相互会社 13,952,015 5.49

横河電機株式会社 10,728,032 4.22

野村信託銀行株式会社（投信口） 7,174,100 2.82

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

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

ザ チェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント 3,131,661 1.23

■株価・売買高の推移

4月� 5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�
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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 18,635名（95.89％）�

■金融機関 101名（0.52％）�

株主数 �
19,433名�

■外国株主 327名（1.68％）�

■自己株式 1名（0.01％）�

■その他法人 337名（1.73％）�

■証券会社 32名（0.16％）�

■株式の状況（2005年9月末現在）

■所有数別分布状況

株式数�
 253,967千株�

■金融機関 141,246千株�
　（55.62％）�

■外国株主 61,865千株 �
　（24.36％）�

■自己株式 10,728千株  �
　（4.22％）�

■その他法人 7,934千株�
　（3.12％）�

■個人株主 30,497千株�
　（12.01％）�

■証券会社 1,696千株�
　（0.67％）�

株式情報（2005年9月末現在）



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。

利益配当金 3月31日
受領株主確定日

中間配当金 9月30日
受領株主確定日

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　本店及び全国各店

公告掲載新聞 日本経済新聞
なお、商法特例法第16条第5項に定める貸借対照表及び
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

IR情報はこちらをご覧ください。

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。

単元未満株式をお持ちの株主様へ


