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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、原油価格には
底打ちの動きが見られるものの、安値圏での推移が長期化
していることから、エネルギーや素材関連市場においては
資源開発関連投資の遅延や停止などの動きが目立つ厳しい
市場環境が継続しました。一方、日本をはじめとする資源輸
入国や原燃料コストの低下の恩恵を受ける企業部門など
では、投資押し上げ効果が見られました。しかしながら、
一部のお客様には先行き不透明感からの慎重な投資姿勢が
見られます。

こうした事業環境において、当社グループは中期経営計画
「Transformation 2017」に基づき、2016年4月に買収した
英国KBC Advanced Technologies plc (以下KBC社)との
PMI活動(M&A成立後の統合プロセス)をはじめ、積極的な
事業活動を展開しましたが、当中間期の業績は、主に円高の
影響により前年度と比べ減収減益となりました。受注高、
売上高は、日本では底堅く推移しましたが、海外では主に
円高の影響により減少しました。利益では、円高の影響
およびKBC社買収に伴う一時費用やのれん償却費の増加
などにより、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する
四半期純利益ともに減少しました。

当社グループは、長期経営構想で示した10年後の「あり
たい姿」の実現に向けて、2017年度を最終年度とする中期
経営計画での3年間で成長基盤を整備し、将来のさらなる
成長のため、収益性向上に重点を置いた事業活動を展開
しています。

円高や市場環境の悪化など、事業を取り巻く環境が一層
厳しさを増している現在、売上に依存しないコスト削減効果
をさらに積み上げるなど、自らの意思と努力で実現できる

効率化施策に今まで以上に重点的に取り組み、「高効率
グローバル企業に向けた変革」を加速し、中期経営計画の
目標達成に努めてまいります。

今後も、健全で持続的な成長を目指し、株主の皆様の
ご期待に沿えるよう事業の一層の拡大と企業価値の向上に
向けてまい進してまいりますので、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。

 2016年12月

2015年度（中間期） 2016年度（中間期）

2,022億円 1,846億円売上高
2015年度（中間期） 2016年度（中間期）

2,167億円 1,909億円受注高

当社は、利益成長を通じて安定的・継続的な増配を目指し、
連結配当性向30%を目標に配当水準の向上に努めることを
利益配分の基本方針としています。これに基づき、中間配当金は
12円50銭とすることといたしました。

中  間 期  末（予想） 年  間（予想）

2016年度
配当金

普通配当
12円50銭

普通配当
12円50銭

普通配当
25円00銭

配当金について◎  国内事業は増収、海外事業は主に円高の影響により減収
◎  円高の影響、および買収に伴う一時費用により減益

2015年度（中間期） 2016年度（中間期）

205億円 145億円
営業
利益

2015年度（中間期） 2016年度（中間期）

210億円 149億円
経常
利益

2015年度（中間期） 2016年度（中間期）

161億円 103億円
親会社株主に
帰属する

四半期
純利益

2016年度の業績予想� （単位：億円、億円未満四捨五入）

2016年度
年初予想

2016年度
今回予想

年初
予想比

為替影響額
(前年比)

受注高 4,080 3,910 △170 △351

売上高 4,070 3,950 △120 △351

営業利益 360 320 △40 △90

経常利益 350 315 △35 △90

親会社株主に帰属
する当期純利益 230 220 △10 △90

為替レート 対米ドル 110.00円 105.00円 -5.00円 —

トップメッセージ

代表取締役社長

2016年度第2四半期決算の
ポイントと結果のご報告

2015年度（中間期） 2016年度（中間期）

受注高 130億円 105億円
売上高 111億円 100億円
営業利益 11億円 6億円

計測事業

2015年度（中間期） 2016年度（中間期）

受注高 95億円 81億円
売上高 99億円 90億円
営業利益 △1億円 △2億円

航機その他事業

2015年度（中間期） 2016年度（中間期）

受注高 1,942億円 1,723億円
売上高 1,812億円 1,656億円
営業利益 195億円 141億円

制御事業

2016年度の見通し

円高の影響による減収減益予想でスタートした2016年度
ですが、事業を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。
特に、円高がさらに進んだことから、前提の為替レートを
見直すとともに、市場環境悪化によるリスクも織り込み、
年初に公表した業績予想を修正することといたしました。



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
株主名簿管理人および
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）、下記のお取扱店
にてお取次いたします（みずほ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
の下記連絡先にお問い合わせください。

お問い合わせ先
〒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
株式会社みずほ銀行
本店および全国各支店（みずほ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。

単元未満株式（100株未満の当社株式）は、そのままでは市場で売却することはできません
が、当社が市場価格で買い取ること【買取】や、100株になるよう不足分を当社が市場価格
で株主様に売却して単元株式に整理すること【買増】ができます。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。

個人投資家様に向けた会社説明会
をみずほ証券三鷹支店で開催しまし
た。「今日を機会に株主になってみよ
うと思った」などのお声をいただい
ており、今後も地域に根差した企業
として長期的なご支援をいただける
よう、継続していきます。

【お知らせ】 単元未満株式をお持ちの株主様へ

IR活動TOPICS
個人投資家様向け会社説明会を
継続して開催 （9月16日）

株式の状況 (2016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

20,858 名

株式数
268,624千株

■金融機関

■外国株主

■個人株主

■その他法人

■証券会社

■自己株式

129,445,558株

84,107,613株

31,852,061株

11,866,643株

9,937,684株

1,414,951株

（

（

（

（

（

（

48.19%）

31.31%）

11.86%）

4.42%）

3.70%）

0.53%）

所有者別株式分布状況

会社概要 (2016年9月30日現在)

商号 横河電機株式会社

創立 大正4年（1915年）　  9月1日

設立 大正9年（1920年）　12月1日

本社 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

http://www.yokogawa.co.jp/cp/ir/pdf/kojin/kojin_201609.pdf
会社説明会資料はこちらでご覧いただけます
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