


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

株主のみなさまへ

代表取締役社長

当中間期の世界経済は、長引く欧州金融不安や中国や

インドなど新興国の経済成長の減速などにより厳しい

状況が続きました。日本経済は、東日本大震災の影響に

よる停滞感は薄まりつつあるものの、世界経済の先行き

不透明感や、円高・株安の長期化、電力の安定供給への

懸念などを背景に企業の設備投資が減少傾向に転じ

るなど、景気回復の動きに足踏みが見られました。

このような事業環境のもと、当社グループは昨年

11月に策定した中期経営計画「Evolution 2015」に

基づき、エネルギー関連投資の拡大を背景に堅調に

推移している制御事業を中心に、積極的なビジネス

拡大の取り組みを継続しました。その結果、売上高は

前年度より68億円増加し1,646億円、営業利益は主に

売上高の増加に伴い20億円増加し88億円となり

ました（円高の影響を除いた増加額：受注高34億円増、

売上高124億円増）。経常利益は、営業利益の増加に

伴い、前年度に比べ31億円増加し、73億円となりま

した。四半期純利益は、経常利益の増加に加え、遊休

資産の売却に関する特別利益38億円の計上等により、

前年度に比べ71億円増加し78億円となりました。

制御事業を中心に
今後成長する市場に注力し
さらなるビジネス拡大を図ります

2012年度中間期の
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、厚くお礼申し上げます。

当中間期（第2四半期連結累計期間）は、主に計測機器事業

での構造改革による一部のビジネスからの撤退や終息、海外

市場の需要減速などの影響を受け、受注高は前年度と比べ減少

しましたが、売上高、営業利益は、エネルギー関連投資の拡大

を背景に堅調に推移している制御事業を中心に、前年度に

比べ増加しました。営業利益の増加に加え、遊休資産の売却に

関わる特別利益の計上などにより、四半期純利益も前年度に

比べ増加しました。この結果を受け、5円の中間配当を実施

いたします。

当社グループは2011年11月に発表した中期経営計画

「Evolution 2015」に基づき、制御事業を中心とした成長戦略

とビジネス構造改革戦略を実行しています。まずは2012年度

の計画を達成し、進化を続けながら「Evolution 2015」の目標

である連結売上高4,000億円、連結売上高営業利益率10%、

1株当たり当期純利益100円以上の達成に向けて邁進して

まいります。

今後と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、引き続きご支援ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。

2012年12月

代表取締役社長　海堀 周造

To Our Shareholders

連結経営成績
（単位：億円、億円未満四捨五入）

2011年度
中間期

2012年度
中間期 増減額

受注高 1,790 1,760 ▲30

売上高 1,578 1,646 68

営業利益 68 88 20

経常利益 42 73 31

四半期純利益 7 78 71

為替
レート

対USドル 79.16円 78.98円 ▲0.18円

対ユーロ 113.52円 99.70円 ▲13.82円
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8月10日に発表した連結業績予想（受注高3,560億円、

売上高3,470億円、営業利益200億円、経常利益170億

円、当期純利益135億円）に変更はありませんが、当中間期

の実績を踏まえ、セグメント間で営業利益予想の一部

補正を行いました。（P.10 セグメント別2012年度通期

業績予想参照）

今後、新興国の経済成長の減速や中国での日本製品の

不買運動拡大の影響などによる一時的な市場の冷え込み

も懸念されますが、中期経営計画「Evolution 2015」で

掲げた目標の達成に向け、まずは2012年度計画の達成

に努めてまいります。

まず、2009年度から進めてきた事業構造改革のうち、

2012年5月に意思決定した半導体テスタビジネスにお

けるアライアンスの実現については、予定どおり2012年

8月1日付でメモリテスタビジネスを韓国DHK Solution 

Corporationに事業譲渡しました。残るノンメモリテスタ

ビジネスについても今年度中に撤退を完了します。

今後の事業体制としては、国内の制御事業について

2013年4月を目途にグループ内での体制を再編します。

統合し、プラントのライフサイクル全体を俯瞰して、お客

様にとって最適なソリューションサービスを一括して

提供できる体制を整えます。そして“ソリューション・

サービス・カンパニー”への変革を目指します。また、3つ

の組織の統合により重複する業務を解消し、新しいビジネ

スのリソースを生み出しながら、コスト構造の改革を実現

していくとともに経営スピードの向上を図ります。

新興国の経済成長の減速などによる一時的な市場の

冷え込みは懸念要因ですが、長期的には世界の人口が

増加傾向にあり、かつ世界経済が年率平均3.5%成長する

という想定のもと、エネルギー需要は引き続き増大する

と見ています。

国内のお客様の生産設備では操業効率改善や省エネ

ルギーがますます重要になってきます。また9月に政府

が脱原発依存を柱としたエネルギー・環境戦略を策定

したことにより、再生可能エネルギーの需要も長期的

に見込まれます。

海外では電力、石油・ガス、化学、再生可能エネルギー

市場を中心に堅調に推移すると予想しています。

電力市場はインド、インドネシアに加え、新たにマレー

シア、フィリピンなどの新興国市場で需要が増大して

おり、これまでの実績をもとに今後も受注拡大に努めます。

石油・ガスや化学関連市場では北米、ロシアなどで欧米

や現地の大手資源関連の会社がプラント建設を進めてい

ます。シェールガス開発が盛んな米国ではLNG、石油化学

などの新規案件も急増しており、ロシアでは古い生産設備

の更新によるシステムや計器類の需要も増えています。

再生可能エネルギー市場では、地熱発電や風力発電な

どの事業拡大に今後も積極的に取り組むとともに、市場

規模が大きく当社の実績と強みを生かせるバイオマス

関連市場に特に注目しています。

このように、制御市場は拡大傾向が続くと見ています

が、制御ビジネスのプロジェクトでは、それを成功させる

ためにプラントメーカ各社やサプライヤ各社と連携する

チーム力、調整力などの総合力が必要です。当社は世界

の競合にも勝る技術と国際連携の経験を積み上げてき

ています。国内外のプラントで培ってきた信頼ときめ細

かなエンジニアリングとサービスを武器に、グローバル

で事業をさらに拡大していきます。

日本では、グローバル競争の激化や円高傾向の定着な

どにより、輸出産業のコスト競争力が相対的に低下し、

主たるお客様である製造業の多くの会社が技術や生産

機能の海外移転を加速しています。これに伴い国内での

プラントの新設・増設等の設備投資は減少してきていま

す。既存設備に対する維持・補修などの延命化投資は見込

まれるものの、今後の投資は操業効率改善や省エネル

ギーを目的とするものへ移っていくと考えられます。

中期経営計画「Evolution 2015」で示したように、お客

様のプラントのさらなる効率化・高付加価値化を支援する

サービスの提供やお客様の生産拠点の海外進出支援

など、日本のお客様が必要とするソリューション・サー

ビス・ビジネスを早急に立ち上げる必要があります。

そのためには従来のハードウエアを中心とするビジ

ネスモデルからソリューション・サービス・ビジネスへ

の早期転換を遂げなくてはなりません。それにはまず、

ふさわしい組織体制とすることが必要です。

そこで、横河電機および子会社2社に分散している国内

制御事業の販売、エンジニアリング、サービスの各部門を

今後の制御事業の市場環境を
どのように見ていますか。

Q4

今後の事業体制について
教えてください。

Q3

横河ソリューションサービス

統合の概要

横河電機
・販売
・コンサルティング
・エンジニアリング
・スタートアップ

子会社
・保守サービス
・工事

子会社
・情報系
 エンジニアリング

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

2012年度通期は
どのような見通しですか。

Q2
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生産情報とエネルギー情報をリアルタイムで
統合管理し、1つの製品を生産するのに必要
なエネルギーを把握して操業の「無駄」を

「見える化」します。改善点に気付くきっかけ
の提供、測定結果に基づく提案や効果の検証など、工場全体の生産を最適化して
さらなるエネルギー効率の改善を支援します。

蒸気

燃焼
排ガス

煙 突

燃 料

ボイラー

復水器

タービン 発電機

電力
供給

電力
供給

製 品

生産プロセスの制御と
エネルギーマネジメント発電所の制御

生産プロセス

生産情報 エネルギー
情報

中央制御室 中央制御室

海洋温度差発電

バイオマス・廃棄物発電

再生可能エネルギー
関連設備の制御

火力発電所

工場エネルギー操業支援システム

中央制御室

暮らしに直結

地熱発電 風力発電 太陽熱発電
太陽光発電5 6 7

1 2 3 1 2 3

4

1 2 3

5 6 7

5 6 7

エネルギー管理画面

力の供給側である発電所は、産業や暮らしに必要な電力を
休まず供給しています。発電所が安全かつ安定的に稼働し

続けるには、信頼性の高い制御システムが必要です。当社の制御
システムは、発電所を安全かつ最適に制御し、電力の安定供給に
貢献するとともに、高効率での運転によって環境負荷の低減に
も寄与しています。

力の需要側である工場などの生産プロセスでも、当社の制
御システムが効率的で安定した操業を支えています。また、

エネルギーの無駄を「見える化」する省エネ支援システムの導入
によって工場全体の省エネ活動を支援し、無駄のないエネル
ギー利用を実現しています。

たな電力の供給源として注目されている再生可能エネル
ギーの分野では、商用運転している発電所から実証設備に

至るまで、さまざまな発電設備で当社の制御システムが採用さ
れています。

産業の発展や人々の暮らしに、エネルギーは欠かすことができません。
当社は制御分野のリーディングカンパニーとして、エネルギーに関わる事業にも
長年にわたり取り組んでおり、高い信頼性と長年培ったノウハウで、
多様な電力の創出と供給に貢献しています。今回は「電力」を例に、供給側、需要側の
双方における当社の制御システムの役割と暮らしへの関わりをご紹介します。

安全計装システム

「ProSafe-RS」
プラントに異常が発生したとき、安全
に停止させ事故を未然に防ぎます。

工場エネルギー
操業支援システム「Enerize E3」

エネルギーの
無駄を見える化

Special Feature

統合生産
制御システム「CENTUM VPシリーズ」

中央制御室 生産情報・エネルギー情報管理 ボイラー・加熱炉他

工場内に分散しているフィールドセンサや分析計などの測定値を収集
してプラントの状態を監視し、適切
な値になるよう装置を制御する当
社の主力製品です。プラントに併設
される排水処理施設などの周辺設
備も同時に監視・制御できます。

1 2 4

ボイラーや配管内の液体、気体、蒸気の流量や
密度、圧力などを測定します。

差圧・圧力伝送器7

装置内部の酸素濃度や一酸化炭素濃度、
液体の濃度や密度などを測定します。

分析計6
装置内部の温度を測定します。

温度伝送器5

プラントの状態監視やオンラインでの診断を行います。

統合機器管理ソフトウエアパッケージ 「PRM」3

電

電

新

代表的な
製品の
ご紹介

産業と暮らしを支える
YOKOGAWAの制御事業2 電力

配管等
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5月23日

2012年4月─10月の当社の活動の中から
主なものをご紹介します。　  ※日付は発表日です。

豪州イクシスLNGプロジェクト向け制御システムの受注が内定
ヨコガワ・オーストラリアは、国際石油開発帝石株式会社とトタル社のジョイントベン
チャーがオーストラリア北西部沖合で進めるLNGプロジェクト向け制御システムの
受注内定を得ました。当社は2009年に制御担当会社に選定されて以降、構想段階から
制御システムに関する基本設計に取り組んできました。１プロジェクトの受注額では、
当社グループとして過去最高になる見込みです。

経済産業省が公募した平成24年度「地球温暖化対策技術普及等
推進事業」（二次）に、当社の「インドネシアにおけるプラント操業
運転最適化による省エネ技術普及に関する事業調査」が採択され
ました。実証試験を通じて当社の省エネ効果検証手法の有効性を
確認し、政府が進める「二国間オフセット・クレジット制度」の
早期構築を後押しするとともに、本事業を通じて地球温暖化ガス
の排出量削減に貢献していきます。

ヨコガワ・サウジアラビアは、住友化学株式会社とサウジア
ラビア国営石油会社サウジアラムコが共同で進める世界最
大級の石油精製・石油化学統合プラント事業（ラービグ計画）
において、2期計画の制御システムサプライヤに選定されま
した。当社は2007年の1期計画においても制御システムを納
入した実績があります。

4
Apr.

2012

作動流体
（液）

作動流体
（気）

蒸気タービン 発電機

ポンプ

ポンプ

蒸発器

凝縮器

深層 5～7℃の冷海水

表層
20～30℃の
温海水

イクシス LNG
プロジェクト

Darwin
ダーウィン

陸上プラント

洋上ガス田

State of Western Australia
西オーストラリア州

Australia
オーストラリア

新興国を中心とした電力市場の拡大を受けて、電力プラント
向けの制御ビジネスが好調です。経済発展を背景に、電力需
要の高まるインド、マレーシア、ベトナムにおける火力発電
所の新設に当社の制御システムが相次いで採用されました。
また韓国でも、同国初の石炭ガス化複合発電プラント向けの
制御システムとして採用されるなど、当社のこれまでの実績
と信頼性が電力市場で高く評価されています。

5
May

6
Jun.

7
Jul. 

8
Aug.

10
Oct.

5

沖縄県から「海洋深層水の利用高度化に向けた
発電利用実証事業」を受託
海洋温度差発電は、海洋表層水と深層水の温度差を利用して、低沸点の媒体を
気化し、その蒸気で発電するもので、海洋に蓄えられた熱エネルギーを有効活用
する技術として注目されています。当社は、IHIプラント建設株式会社、株式会社
ゼネシスと共同で沖縄県が進める実証事業に応募し、採択されました。３社の技術
を結集して、再生可能エネルギー利用による持続可能な社会の実現に貢献します。

7月9日 7 経済産業省から「プラント操業運転最適化による
省エネ実証試験」を受託

サウジアラビアのラービグⅡ計画で
制御システムサプライヤに選定

8月24日

電力プラント向け制御システムの受注が好調

6月〜9月

半導体テスタビジネスの●
終息を発表　

●被災地の復興支援活動を新入社員研修プログラムに導入

● 国立科学博物館の「重要科学史
資料（未来技術遺産）」に世界初
の分散形制御装置として当社
のCENTUMが登録される

国内制御事業における販売・サービス体制の再編を発表●

9
Sep.

● 「人間中心設計による
プ ラ ン ト 運 転 画 面 の
設計コンサルティング」
で、2012年度グッドデザ
イン賞を受賞

● 「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3年連続で採用

● ヨコガワ・サウジアラビアが、サウジアラビア国営石油会社
サウジアラムコと戦略的購買契約を締結

優れた操作性と拡張性を実現した次世代のデータ収集制御
システム「SMARTDAC＋」を開発し、その第１弾としてペー
パレスレコーダ「GXシリーズ」「GPシリーズ」を発売しました。
タッチパネルによる携帯情報端末のような操作性、モジュー
ル方式の採用による柔軟なシステム構築対応など、当社が世
界トップクラスのシェアをもつ記録計分野の戦略製品です。

「SMARTDAC＋」
ペーパレスレコーダ

「GXシリーズ」「GPシリーズ」を発売

10月30日

10月22日

YOKOGAWA

TOPICS 6 97 8

8 10

10

海洋温度差発電の仕組み
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第137期（2012年度）中間期のご報告

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）

ROE
ROA

ROS
（%）

-20

10

0

-10

20

-9.2

-4.5

-3.7

3.4
0.8

-1.8

2011年度
通期

4.1
5.0

1.7

セグメント別2012年度通期業績予想
予想

（8月10日）
予想

（11月6日）

制御
計測機器
その他
制御
計測機器
その他
制御
計測機器
その他

営業利益

売上高

受注高
3,040

310
210

2,940
300
230
225
△30

5

3,040
310
210

2,940
300
230
205
△10

5

0
0
0
0
0
0

△20
20

0

増減額

（単位：億円）

海外売上高 / 海外売上高比率
（%）

45
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55

65

70
（億円）

0
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1,000

800

2010年度
中間

58.8

901

2011年度
中間

61.5

970

2012年度
中間

62.2

1,023

セグメント別売上高

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
（億円）

通期
2010年度
中間

3,256

2,606

371
279

1,238

180
115

1,533

通期
2011年度
中間

3,347

2,772

346
229

1,298

183
97

1,578

通期（見通し）
2012年度
中間

2,940

300
230

1,402

139
105

1,646

3,470

セグメント別営業利益

0

（億円）
400

300

200

100

-200

-100

通期
2010年度
中間

39

67

-29

10

165

111

1

-64

通期
2011年度
中間

68

79

-8

199

166

-3
-36

3

通期（見通し）
2012年度
中間

88

91

-4

205
1

-10

5
200

セグメント別受注高

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
（億円）

通期
2010年度
中間

3,341

2,689

349
303

1,376

141
180

1,697

通期
2011年度
中間

2,885

340
216

1,519

180

1,790

3,441

91

通期（見通し）中間

3,040

310
210

1,525

145

1,760

3,560

90

2012年度

制御
計測機器
その他

制御
計測機器
その他

制御
計測機器
その他

2011年度（中間） 2012年度（中間）

受注高 1,519 億
円 1,525 億

円

売上高 1,298 億
円 1,402 億

円

営業利益 79 億
円 91 億

円

受注高
2011年度（中間） 2012年度（中間）

1,790
億円

1,760
億円

売上高
2011年度（中間） 2012年度（中間）

1,578
億円

1,646
億円

営業利益
2011年度（中間） 2012年度（中間）

68
億円

88
億円

フォトニクスビジネスからの撤退および半導体
テスタビジネスの終息や、測定器ビジネスに
おける海外市場での需要減速などの影響を受け、
受注高、売上高が減少。営業利益は、これまで実施
してきた構造改革による費用の圧縮により営業
損失が減少。

日本市場では厳しい状況が続いたものの、海外
市場で新興国・資源国を中心とするエネルギー
関連市場での需要が引き続き堅調に推移。長期
化している円高の影響を受けながら受注高、
売上高ともに増加したものの、営業利益は微増。

2011年度（中間） 2012年度（中間）

受注高 180 億
円 145 億

円

売上高 183 億
円 139 億

円

営業利益 -8 億
円 -4 億

円

※「その他事業」は、受注高90億円、売上高105億円、営業利益1億円です。
注： 通期業績予想については8月10日に公表したものから変更はありませんが、

中間期の業績を踏まえ、セグメント間で業績予想の一部を補正しました。

制御事業 計測機器事業

Business Review
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連結財務諸表（要約）※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

（単位：百万円）

科目
当第2四半期

連結会計期間末
2012年9月30日

前連結会計年度末
2012年3月31日 増減

負債の部
流動負債 101,117 114,616 △13,499

支払手形及び買掛金 26,588 30,658 △4,070
短期借入金 9,228 14,605 △5,377
賞与引当金 9,810 14,970 △5,160
その他 55,491 54,383 1,108

固定負債 95,496 95,310 186
長期借入金 89,454 88,655 799
退職給付引当金 2,456 2,441 15
その他 3,586 4,214 △628

負債合計 196,614 209,926 △13,312
純資産の部
株主資本 168,275 161,741 6,534

資本金 43,401 43,401 0
資本剰余金 50,344 50,344 0
利益剰余金 85,536 79,002 6,534
自己株式 △11,006 △11,005 △1

その他の包括利益累計額 △20,274 △16,050 △4,224
その他有価証券評価差額金 1,673 2,483 △810
繰延ヘッジ損益 △5 9 △14
年金負債調整額 △639 △677 38
為替換算調整勘定 △21,303 △17,865 △3,438

少数株主持分 4,013 3,882 131
純資産合計 152,014 149,574 2,440
負債純資産合計 348,628 359,500 △10,872

営業利益が増加したことや、遊休資産の売却により特別利益38億円を
計上したことなどから、前年同期に比べ70億52百万円増加しました。

四半期純利益6

主に売上高の増加に伴い粗利が増加したため、営業利益は前年同期に比べ
19億50百万円増加しました。

営業利益5
短期借入金（1年以内に返済予定の長期借入金を含む）を返済したこと
から、前年度末に比べ53億77百万円減少しました。

短期借入金3

円高により海外関係会社への外貨建て投資の円貨評価額が減少した
ことなどから、為替換算調整勘定は前年度末に比べ34億38百万円
減少しました。

為替換算調整勘定4
遊休資産を売却したことおよび固定資産の減損処理を行ったことな
どから、前年度末に比べ41億93百万円減少しました。

固定資産2

主に借入金を返済したことや、売上債権の流動化（売上債権を第三者に
譲渡し現金化すること）を見送ったことなどから、現金及び預金は前
年度末に比べ112億30百万円減少しました。

現金及び預金1

2

1 3

4

7

8

9

借入金の返済および配当金の支払などにより、前年同期に比べ60億
84百万円減少し、55億72百万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9

固定資産の売却による収入などの結果、前年同期に比べ38億62
百万円支出が減少し7億46百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー8

主に売上債権の増加により、前年同期に比べ65億53百万円減少し、22億
40百万円の支出となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー7

連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目
当第2四半期

連結会計期間末
2012年9月30日

前連結会計年度末
2012年3月31日 増減

資産の部

流動資産 204,622 211,302 △6,680

現金及び預金 43,394 54,624 △11,230

受取手形及び売掛金 116,693 110,540 6,153

商品及び製品 13,986 14,699 △713

仕掛品 8,852 7,993 859

原材料及び貯蔵品 12,882 12,665 217

その他 11,955 14,025 △2,070

貸倒引当金 △3,142 △3,247 105

固定資産 144,005 148,198 △4,193

有形固定資産 75,721 78,160 △2,439

無形固定資産 27,585 28,258 △673

投資その他の資産 40,698 41,779 △1,081

投資有価証券 30,530 31,849 △1,319

その他 10,710 10,493 217

貸倒引当金 △542 △563 21

資産合計 348,628 359,500 △10,872

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

2012年4月  1日から
2012年9月30日まで

前第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

増減

売上高 164,615 157,751 6,864

売上原価 95,674 90,667 5,007

売上総利益 68,941 67,084 1,857

販売費及び一般管理費 60,174 60,267 △93

営業利益 8,766 6,816 1,950

営業外収益 986 1,555 △569

受取利息 145 165 △20

受取配当金 283 333 △50

持分法による投資利益 179 254 △75

その他 377 800 △423

営業外費用 2,482 4,154 △1,672

支払利息 1,139 1,322 △183

為替差損 709 1,361 △652

その他 633 1,471 △838

経常利益 7,269 4,216 3,053

特別利益 3,891 98 3,793

特別損失 963 814 149

税金等調整前四半期純利益 10,197 3,500 6,697

法人税、住民税及び事業税 2,352 2,342 10

法人税等調整額 △281 132 △413

少数株主利益 347 299 48

四半期純利益 7,778 726 7,052

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

2012年4月  1日から
2012年9月30日まで

前第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

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,240 4,313 △6,553

投資活動によるキャッシュ・フロー △746 △4,608 3,862

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,572 512 △6,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,779 △3,120 1,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,337 △2,902 △7,435

現金及び現金同等物の期首残高 53,429 57,334 △3,905

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） △38 △0 △38

現金及び現金同等物の四半期末残高 43,053 54,432 △11,379

5

6

Financial Statements
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会社概要／役員
役員一覧 (2012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
取締役常務執行役員 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 池田　輝彦
社外監査役 麻崎　秀人
社外監査役 宍戸　善一

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 山崎　正晴
 中條　孝一
 Tony Lee
 大竹　　眞
 小西　信彰
 穴吹　淳一

会社概要 (2012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 19,727人（連結）　4,356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

海外生産拠点 アメリカ・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

アメリカ・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・チュニジア・
バーレーン・エジプト・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・
オーストラリア・ニュージーランド・
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

株式情報
株式の状況 (2012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

27,952 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） 22,170,200 8.25

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 19,033,900 7.09

第一生命保険株式会社 15,697,000 5.84

日本生命保険相互会社 14,284,615 5.32

横河電機持株会 9,260,428 3.45

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

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

東京海上日動火災保険株式会社 4,538,436 1.69

ジユニパー 4,275,800 1.59

エスエスビーティーオーディー05
オムニバスアカウント トリーティークライアンツ 2,987,400 1.11

※当社は自己株式を11,079,083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
14,000

12,500

11,000

9,500

8,000

日経平均株価（円）

60,000

40,000

20,000

0

1,000

750

500

250

0
売買高（千株）

当社株価（円）

日経平均株価

当社株価

2011年 2012年
10月 11月 12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 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
27,952名

■個人株主
■外国株主
■その他法人
■金融機関
■証券会社
■自己株式

27,162名
363名
329名
58名
39名
1名

(97.17%)
(1.29%)
(1.17%)
(0.20%)
(0.13%)
(0.00%)

■金融機関
■外国株主
■個人株主
■その他法人
■自己株式
■証券会社

119,156千株
68,925千株
44,794千株
14,306千株
11,079千株
10,362千株

(44.35%)
(25.65%)
(16.67%)
(5.32%)
(4.12%)
(3.85%)

株式数
268,624千株

Share Information Corporate Information
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事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月

基準日
定時株主総会および期末配当金 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。

単元株式数 100株
上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

株主名簿管理人及び
特別口座の管理機関

〒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

お取扱窓口

証券会社等に口座をお持ちの場合、住所変更や買取請求等
株主様の各種お手続きは、原則として口座を開設されて
いる証券会社等経由で行っていただくこととなりますので、
ご利用の証券会社等へご連絡をお願いいたします。
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）、
右記のお取扱店にてお取次いたします（みずほインベス
ターズ証券で単元未満株式の買増請求手続きをされる場
合は、事前にみずほ信託銀行が指定する口座に送金してい
ただく必要があります）。
なお、支払明細の発行に関するお手続きにつきましては、
みずほ信託銀行の右記連絡先にお問合せください。

お問合せ先
〒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
フリーダイヤル 0120-288-324（土・日・祝日を除く 9:00〜17:00）

お取扱店

みずほインベスターズ証券株式会社
本店および全国各支店、プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）

みずほ信託銀行株式会社
本店および全国各支店

未払配当金の
お支払

みずほ信託銀行株式会社
本店および全国各支店

みずほ銀行株式会社
本店および全国各支店（みずほインベスターズ証券ではお取次のみとなります）

公告方法
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。

株主メモ

コーポレート・コミュニケーション室 
〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

【株主様専用電話】0422-52-5824  （平日 9:00〜17:00）

本報告書に掲載されている当社およ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。

中間配当金に関するお知らせにつきましては、本年よりはがきの送付に替え、
当社ホームページにてご案内させていただきますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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株式会社（上記）
にお問合せください。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

見やすい
ユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

HPのご案内

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。
http://www.yokogawa.co.jp/

IR情報メール配信登録のご案内




