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2010年度の世界経済は、欧米では経済の回復傾向

に鈍化が見られたものの、新興国、資源国の継続的な

成長に支えられて総じて堅調に推移しました。一方、

日本経済は、年度前半は回復傾向を見せていたもの

の、後半は円高や東日本大震災の影響により、景気の

先行きに対する不透明感が強まりました。こうした

なか、制御事業では、海外で石油・天然ガスの探査・

開発・生産工程であるアップストリーム分野や、新興国

で需要が拡大している電力市場に注力して事業拡大

を図るとともに、国内ではサービスビジネスの拡大や

新市場への進出などに取り組みました。また、計測機器

事業では、省エネルギー市場向けの電力計や光通信

市場向けの光測定器の拡販に努めました。これに

より、円高の影響を受けながらも、受注高は前年度に

比べ189億円増加し3,341億円、売上高は90億円

増加し3,256億円となりました（円高の影響を除いた

増加額：受注高317億円 売上高212億円）。営業利益

については、売上高の増加に加え、固定費構造の改革

など企業体質強化の施策を実施した結果、前年度に

比べ85億円増加し111億円となり、経常利益について

は84億円増加し86億円となりました。

当期純損益については、前年度に比べ81億円改善

しましたが、投資有価証券評価損、拡大セカンド

ライフ支援制度や希望退職者募集に伴う事業構造

改善費用などの特別損失を計上した結果、67億円の

損失となりました。

代表取締役社長　海堀 周造

国内市場で震災への対応を確実に行うとともに、
新興国、資源国などの海外市場で
制御事業の拡大を図ります

2010年度の業績について
教えてください。

Q1

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災で被災された方々には、謹んでお見舞い

申し上げますとともに、被災地の一刻も早い復旧をお祈り申し

上げます。

当社グループにおきましては、東北地方にある営業・サービス

拠点等で若干の被害を受けましたが、国内の主要生産拠点は東京都

と山梨県にあることから、直接的な被害はほとんどありませんでした。

2010年度は、新興国、資源国の経済成長に支えられ、海外での

制御事業を中心に受注高、売上高が前年度に比べ増加しました。

営業利益につきましても、売上高の増加や、棚卸関係損の減少及び

製造原価の低減による粗利率の改善により、増加となりました。

一方、当期純損益につきましては、前年度に比べ損失幅は縮小した

ものの、投資有価証券評価損、事業構造改善費用などの特別損失を

計上したことから、引き続き赤字となりました。なお、配当につき

ましては、当期純損益が損失となったことに加え、構造改革に伴う

純資産の減少に鑑み、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。

2011年度は、東日本大震災による事業への影響を最小化する

とともに、制御事業の海外での成長と国内で被災されたお客様の

支援に取り組んでまいります。今後ともご支援ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。

2011年6月
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事業ポートフォリオの変革
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計測機器
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制 御

その他

計測機器

構造改革
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医療情報
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半導体
テスタビジネス 縮小・分社化
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ライフサイエンス
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脳磁計ビジネスの
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情報ビジネス

当社グループは、2009年2月、固定費削減と事業

ポートフォリオの見直しを二本柱とするアクション

プランを発表し、次なる飛躍に向けた構造改革に取り

組んできました。

固定費の削減については、活動経費の削減や、設備

投資の絞り込みによる減価償却費の削減など、数々の

施策を実行してきました。これらの取り組みの結果、

当初計画340億円を上回る560億円の固定費を削減

でき、損益分岐点売上高については、当初計画3,500

億円よりさらに引き下げ3,090億円を達成すること

ができました。

震災による企業活動の停滞や業績悪化などの懸念

材料により、国内市場の先行きは不透明になっています。

当社においては、中長期的には復興需要が見込まれる

ものの、電子部品の不足、電力使用制限による生産

活動への影響も懸念されます。こうした状況から、

2011年度の業績予想に関しては、2011年5月13日

の2010年度決算発表の時点では合理的に算定する

ことが困難であるため未定としました。その後、電子

部品の供給などの状況は改善してきていますが、

今後、合理的な算定が可能となった時点で速やかに

公表します。

また、2011年度の業績見通しが確定していない

ことから、5月に予定していた中期経営計画の発表は

延期させていただきました。中期経営計画について

は、2011年度の見通しを公表した後に、改めて発表

します。

2011年度は、まずは構造改革の積み残し事項を

完遂します。具体的には、フォトニクスビジネスの

撤退完了と相模原事業所の有効活用、半導体テスタ

ビジネスにおけるアライアンスの実現です。これらを

実現することで、制御事業を中心に飛躍していくため

の経営基盤が整います。

このほか、重点施策として、震災の影響による電子

部品の調達懸念や電力使用制限などによる事業リスク

の最小化に取り組みます。また、制御事業に関しては、

市場が安定的に成長している新興国、資源国など海外

市場での拡大を図るとともに、国内では被災された

お客様の復興の全面的な支援に取り組んでまいります。

今後も、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、引き続きご支援を

賜りますようお願いいたします。

社長インタビュー
Interview 
with the 
President 
and CEO

2011年度はどのような事業展開を
していきますか。

Q4

事業ポートフォリオの見直しについては、制御事業

へのリソース集中、不採算事業の見直しを基本方針と

して取り組んできました。2010年度末までに、新事業

として推進してきたフォトニクスビジネス、アドバン

ストステージビジネスからの撤退、半導体テスタビジ

ネス、脳磁計ビジネスの縮小、測定器ビジネスの子会社

への統合など、不採算事業に対する意思決定を行い、

制御事業を中心に発展させる体制がほぼ整いました。

構造改革については、積み残した事項がいくつかあり

ますので、2011年度はその完遂に全力で取り組みます。

東日本大震災が今後の業績に与える
影響についてお聞かせください。

Q3

2009年度、2010年度の2年間で
実行してきたアクションプランの
総括をしてください。

Q2
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2010年度地域別売上高（全社）グローバル市場での

成長 に向けて
YOKOGAWAの
制御事業

1915年に電気計器研究所として創立された
当社は、1930年代から流量、温度、圧力等の自動
調整装置の研究、製造を開始。1950年代には、
国産初の電子管式自動平衡計器をはじめ、分析
計、流量計などさまざまな工業計器を世に送り
出してきました。そして1975年、世界初の分散
形制御システム（DCS）として「CENTUM」を発
表、DCSを中心に制御事業を拡大し、プラント
制御の分野におけるリーディングカンパニーと
しての地位を確立しています。

当社グループは、過去2年間の構造改革により、
制御事業を中心として発展していくための事業
ポートフォリオを構築しました。今回は、グロー
バルに拡大するYOKOGAWAの制御事業とその
強み、今後の事業展開について、ご紹介します。

制御とは、生産の各工程において、温度、圧力、流量、液位などの情報を
測定し、適切な値になるようコントロールすることを言います。当社は、
石油、石油化学、鉄などの大規模プラントや、紙パルプ、電力、ガス、上下水、
薬品、食品、電機、自動車など、さまざまな業種の工場に、制御システムや
センサ、分析計、高度制御や安全管理のためのソリューションを提供して
います。なかでも、主に液体や気体を扱うプロセスオートメーションの分野
で高いシェアを持ち、国内では圧倒的なトップシェアを誇ります。また、
海外では、大手６社がしのぎを削っていますが、当社もその一社として、
ABB、シーメンス、ハネウエル、エマソン、インベンシスなどのグローバル
企業とシェアを競い合っています。

YOKOGAWAの強みは、製品の優れた信頼性と、プロジェクト遂行能力
の高さです。制御の基幹システムであるDCS、「CENTUMシリーズ」の稼働
率は99.9999966％（セブンナイン）。これは、競合他社を大きく上回る
実績であり、CENTUMが40年間稼働したとすると、その間に故障で停止
する時間はわずか1分であることを示しています。日本のお客様の求める
高い生産性と品質を支えてきた当社の製品とプロジェクト遂行能力は、
世界のお客様から高い評価をいただいています。

圧倒的な信頼性でシェアを拡大

制御市場は世界の経済発展とともに、長期的に成長を続けています。
2008年のリーマンショック後には一時的に市況が悪化しましたが、新興
国でエネルギーや素材関連の需要が増大するなかで、今後も安定的に市場
が拡大すると予想されています。日本に本拠を置く当社にとっては、昨今
の急激な円高が、売上高と営業利益の伸びを圧迫する要因となっています
が、円高の影響を除くと、2010年度も制御事業の海外売上高は10％以上
の伸びを示しています。

今後、石油化学、化学、石油、ガス、石油精製、電力などの業種や、中国、
インド、東南アジア、南米、中東、アフリカの新興国、資源国など、規模が
大きく成長が予想される市場に注力するとともに、再生可能エネルギーや
省エネルギーの分野にも積極的に取り組み、事業を拡大していきます。

安定的な成長が期待される制御事業
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東南アジアの中核拠点であるY
ヨ コ ガ ワ
okogawa E

エ ン ジ ニ ア リ ン グ
ngineering A

ア ジ ア
siaは、再生可能な生物

由来の燃料（バイオマス燃料）であるヤシ殻を利用した、世界最大規模のバイオマス・

石炭混焼発電プラント向け制御システムを受注しました。さらに、電気と合わせて

工業地区に供給される蒸気・工業用水の供給システムも受注しました。

この発電プラントは、シンガポールの大手電力会社チュアスパワー社傘下のTPユーティリティ社がジュロン島テンブス工業

地区に建設する複合ユーティリティ設備の中核となるものです。この設備には発電プラントのほか、海水淡水化プラントや排水

処理設備なども含まれ、同工業地区内に電気、蒸気、水を一括供給します。発電プラントの蒸気供給量は最終的には1時間あたり

1,000トン、最大発電量は約16万キロワットとなる予定で、環境配慮型の発電プラントとしては世界最大規模となる見込みです。

再生可能エネルギーへの転換の必要性は、ますます高まっています。YOKOGAWAは再生可能エネルギー分野においても

事業の拡大を目指します。

当社は、世界25万社を対象にさまざまな産業の調査を行う市場調査会社、フロスト＆サリバン

から、「C
カ ス タ マ ー
ustomer V

バ リ ュ ー
alue E

エ ン ハ ン ス メ ン ト
nhancement A

ア ウ ォ ー ド
ward 2011」を受賞しました。これは、優れた製品・

サービスを提供することによりお客様の企業価値を高めた企業に対して贈られる賞です。

当社は1975年、世界初の分散形制御システム（DCS）として統合生産制御システム

「CENTUM」を発売し、常に最新の技術を取り入れて発展させてきました。今回の受賞は、

CENTUMシリーズを中心とした最新の制御製品・サービスの提供を通じて、石油化学・

化学業界のお客様のプラント操業の最適化に貢献した実績が評価されたものです。

当社は今後も、理想の工場の実現に向けた制御事業のビジョン「V
ビ ジ ラ ン ト プ ラ ン ト

igilantPlant」のもと、お客様の抱える課題を解決する

製品やサービスを提供し、お客様の長期的な発展に貢献してまいります。

フロスト＆サリバン社から2011年の
「Customer Value Enhancement Award」を受賞

世界最大規模のバイオマス発電
プラント向け制御システムを受注

News@YOKOGAWA

受賞ロゴ

CSR in
Action

企業が社会的責任を果たしているかどうかは、昨今、投資の重要な判断基準となっています。当社は、世界的な社会的責任

投資（SRI）の株価指数であるDJSI※1の対象銘柄の調査・分析を行うSAM社※2が発表した「T
ザ
he S

サ ス テ イ ナ ビ リ テ ィ
ustainability Y

イ ヤ ー ブ ッ ク
earbook 

2011」において、昨年に比べ電子機器部門で最も評価が向上した企業として｢S
セ ク タ ー
ector M

ム ー バ ー
over｣に選ばれました。

SAM社は、経済・環境・社会の３つの側面から、全世界の主要企業58業種、2,500社を分析、評価し、409社を持続可能な社

会の実現に貢献する企業として「The Sustainability Yearbook」に掲載しています。日本企業は、当社を含め41社が紹介

されています。

当社は今後も、「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」という企業理念に基づき、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

当社は、東日本大震災の被災地支援のため、国際人道支援

組織ジャパン・プラットフォームを通じて5,000万円を寄付

するとともに、非常用に備蓄していた衛生用品を救援物資

として提供しました。また、国内外の関係会社も、各国の

赤十字社などを通じて合計約2,000万円を寄付しました。

被災地では当社のお客様も甚大な被害を受けられました。

当社としては、被災されたお客様の支援に努め、被災地の

一刻も早い復旧に貢献してまいります。

世界的な社会的責任投資（SRI）調査機関
SAM社のCSR格付けで高い評価

東日本大震災の被災地に
義援金と衛生用品を寄付

※1 ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・インデックス。米国ダウ・ジョーンズ社とSAM社が提携して開発したSRI株価指数。
※2 サステイナビリティ・アセット・マネジメント。SRIに関するスイスの調査会社。

● 医療用マスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● 使い捨て防水ガウン・・・・・・・・・・・・・
● 使い捨て防水エプロン・・・・・・・・・・・
● 消毒用速乾性アルコールジェル・・・
● ウェットティッシュ・・・・・・・・・・・・・

20,000枚 
500着 
500枚
500ml 80本／40ml 600本
480本（1本100枚入り）

提供した衛生用品

複合ユーティリティ設備の完成予想図
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次期（2011年度）の業績予想
2011年度の連結業績予想については、東日本大震災の影響により2011年5月13日の2010年度決算発表の時点では

合理的に算定することが困難であるため未定としました。今後、合理的な算定が可能となった時点で速やかに公表します。

第135期（2010年度）のご報告
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セグメント別営業利益
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16
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26
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セグメント別売上高
（億円）

0
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5,000制御
計測機器
その他

3,012

418
335
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2,606

371
279

3,256

2010年度

2,568

315
283

3,166

2009年度

3,765

2009年度
実績

3,152
3,166

26
2

△148
92.61円

130.68円

2008年度
実績

3,743
3,765

47
3

△384
100.66円
143.28円

2010年度
実績

3,341
3,256

111
86
△67

85.13円
112.45円

2010年度経営成績

受注高
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益

（単位：億円）

対USドル

対ユーロ
為替レート

2008年度 2009年度 2010年度

ROS（売上高営業利益率）/
ROE（自己資本利益率）/ ROA（総資産利益率）

ROE
ROA

ROS
（%）

-20

10

0

-10

20

-9.1

-19.8

-9.2

-4.5

-3.7

1.3
3.4

0.8
-1.8

2009年度 2010年度

受注高 2,565 億
円 2,689 億

円

売上高 2,568 億
円 2,606 億

円

営業利益 199 億
円 165 億

円

半導体テスタビジネスは依然低調だったもの
の、電力測定器や光測定器などの測定器の
ビジネスが好調に推移したことから、受注高、
売上高が増加

新興国、資源国を中心に、電力・エネルギー
プラントの建設プロジェクトなどで需要拡大
の動きが継続し、円高による影響を受けながら
も、受注高、売上高とも増加

売上高の増加に加え、固定費及び研究開発費
の圧縮、棚卸関係損の減少により、営業損失が
大幅に減少

売上高は増加したものの、研究開発費の増加
に加え、為替が円高に推移したことから、営業
利益が減少

2009年度 2010年度

受注高 309 億
円 349 億

円

売上高 315 億
円 371 億

円

営業利益 -189 億
円 -64 億

円

Business Review

※「その他事業」は、受注高303億円、売上高279億円、営業利益10億円です。

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。2008年度及び2009年度の数値は、集計方法変更前の数値です。
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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（単位：百万円）

科目
当年度

2011年3月31日
現在

前年度
2010年3月31日

現在
増減

負債の部
流動負債 152,093 124,426 27,667

支払手形及び買掛金 28,806 28,942 △136
短期借入金 54,258 32,214 22,044
賞与引当金 11,526 10,407 1,119
その他 57,503 52,863 4,640

固定負債 63,907 117,005 △53,098
長期借入金 56,739 104,851 △48,112
退職給付引当金 2,067 2,855 △788
その他 5,101 9,299 △4,198

負債合計 216,000 241,431 △25,431
純資産の部
株主資本 155,755 163,058 △7,303

資本金 43,401 43,401 0
資本剰余金 50,344 50,345 △1
利益剰余金 73,011 80,303 △7,292
自己株式 △11,001 △10,991 △10

その他の包括利益累計額 △14,053 △9,696 △4,357
その他有価証券評価差額金 2,145 2,450 △305
繰延ヘッジ損益 △137 82 △219
年金負債調整額 △374 △369 △5
為替換算調整勘定 △15,686 △11,859 △3,827

少数株主持分 3,529 3,998 △469
純資産合計 145,232 157,360 △12,128
負債純資産合計 361,233 398,792 △37,559

連結財務諸表（要約）

主に投資有価証券評価損22億50百万円、事業構造改善費用68億円を計上
したことから、110億74百万円の特別損失を計上しました。

特別損失6

売上高が増加したこと及び棚卸関係損の減少や生産効率の改善による
粗利率の改善により、営業利益が前年度に比べ84億60百万円増加しました。

営業利益5
主にシンジケートローン200億円を返済したこと及び一年以内に返済予定の長期
借入金481億76百万円を短期借入金に振り替えたことから、前年度に比べ短期
借入金が220億44百万円増加し、長期借入金が481億12百万円減少しました。

短期借入金／長期借入金3

主に、当期純損失の計上等により利益剰余金が72億92百万円減少した
こと及び円高により為替換算調整勘定のマイナス額が増加したこと
から、純資産が前年度に比べ121億28百万円減少しました。

純資産合計4
設備投資の抑制、投資有価証券の評価減、円高による海外子会社固定資産
の円貨評価額の減少等により、固定資産が前年度に比べ103億46百万円
減少しました。

固定資産2

主にシンジケートローン200億円の返済に充当したため、現金及び預金
が前年度に比べ192億58百万円減少しました。

現金及び預金1

2

1 3

3

4

5

6
7
8

主に長期借入金の返済による支出242億36百万円を計上したことから、
財務活動によるキャッシュ・フローは256億88百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー8

主に有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出が
減少したことから、投資活動によるキャッシュ・フローが51億85百万円
増加しました。

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

2011年3月31日
現在

前年度
2010年3月31日

現在
増減

資産の部

流動資産 207,136 234,350 △27,214

現金及び預金 58,663 77,921 △19,258

受取手形及び売掛金 103,492 111,505 △8,013

商品及び製品 16,477 15,802 675

仕掛品 8,745 9,839 △1,094

原材料及び貯蔵品 10,250 9,042 1,208

繰延税金資産 2,829 3,269 △440

その他 9,853 10,245 △392

貸倒引当金 △3,175 △3,276 101

固定資産 154,096 164,442 △10,346

有形固定資産 81,101 88,423 △7,322

無形固定資産 30,095 30,137 △42

投資その他の資産 42,899 45,881 △2,982

投資有価証券 31,731 34,178 △2,447

繰延税金資産 2,076 2,317 △241

その他 9,459 9,999 △540

貸倒引当金 △368 △613 245

資産合計 361,233 398,792 △37,559

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
当年度

2010年4月  1日から
2011年3月31日まで

前年度
2009年4月  1日から
2010年3月31日まで

増減

売上高 325,620 316,606 9,014
売上原価 215,130 214,474 656
売上総利益 110,489 102,132 8,357
販売費及び一般管理費 99,410 99,512 △102
営業利益 11,079 2,619 8,460
営業外収益 3,754 3,074 680

受取利息 305 272 33
受取配当金 1,553 1,591 △38
持分法による投資利益 593 507 86
雑収入 1,302 702 600

営業外費用 6,244 5,454 790
支払利息 2,815 2,117 698
為替差損 1,752 385 1,367
雑損失 1,676 2,951 △1,275

経常利益 8,590 239 8,351
特別利益 1,459 950 509
特別損失 11,074 11,883 △809
税金等調整前当期純損失（△） △1,025 △10,693 9,668

法人税、住民税及び事業税 4,490 3,095 1,395
法人税等調整額 630 484 146
少数株主損益調整前当期純損失（△） △6,146 ─ ─
少数株主利益 545 525 20

当期純損失（△） △6,692 △14,799 8,107

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目
当年度

2010年4月  1日から
2011年3月31日まで

前年度
2009年4月  1日から
2010年3月31日まで

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,168 21,371 △5,203
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,993 △13,178 5,185
財務活動によるキャッシュ・フロー △25,688 11,059 △36,747
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,784 337 2,121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,297 19,590 △38,887
現金及び現金同等物の期首残高 76,555 56,833 19,722
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） 76 131 △55

現金及び現金同等物の期末残高 57,334 76,555 △19,221

連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

科目 株主資本
合計

その他の
包括利益

累計額合計
少数株主

持分
純資産
合計

前期末残高 163,058 △9,696 3,998 157,360
当期変動額

剰余金の配当 △515 △515
当期純損失（△） △6,692 △6,692
自己株式の取得 △11 △11
自己株式の処分 1 1
その他 △84 △84
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △4,356 △468 △4,825

当期変動額合計 △7,302 △4,356 △468 △12,127
当期末残高 155,755 △14,053 3,529 145,232

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

Financial Statements

当年度 （2010年4月1日から2011年3月31日まで）
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Share Information Corporate Information

会社概要／役員
役員一覧 (2011年6月24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 19,334人（連結）　4,723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

33,324 名

大株主(上位10名、敬称略)
株主名 持株数(株) 所有比率(%)

第一生命保険株式会社 22,697,000 8.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18,645,200 6.94

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） 11,833,000 4.41

横河電機持株会 8,971,019 3.34

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

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 5,029,270 1.87

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

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 3,981,665 1.48

※当社は自己株式を11,071,323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
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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

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 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
33,324名

個人株主 32,498名  (97.52%)
その他法人等 368名  (1.10%)
外国株主 352名  (1.06%)
金融機関 61名  (0.18%)
証券会社 44名  (0.13%)
自己株式 1名  (0.00%)

株式数
268,624千株

外国株主 65,481千株  (24.38%)
個人株主 52,168千株  (19.42%)
その他法人等 15,067千株  (5.61%)

自己株式 11,071千株  (4.12%)
証券会社 9,554千株  (3.56%)

金融機関 115,281千株  (42.92%)
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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




