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第2四半期連結累計期間

2021年4月1日"'2021年9月30日

横河電機株式会社 証券コード： 6841 

三
横河篭機株主•投資家情報(JR)
https://www.yokogawa.co.jp/about/ir/ 

伝横河電機ウェブサイト
https://www.yokogawa.eo.jp/ 

配当金に関するお知らせにつきましては、当社ウェブサイトにてご案内して
おります。［株主•投資家情報］→（株式·債権情報）→（株式配当•株主優待）

投資家の皆様に当社の情報を迅速にお届けするために、横河電機IR情報メールを配信
しております。ご登録は当社ウェブサイト［株主•投資家情報］にて承っております。

https://www.yokogawa.co.jp/about/ir/
https://www.yokogawa.eo.jp/


今般の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により
亡くなられた方々およびご遺族の皆様に謹んでお悔み申し
上げますとともに、罹患された方々に心よりお見舞い申し
上げます。また、医療関係の皆様をはじめ、感染拡大防止に
日々ご尽力されている方々に深く感謝いたします。

株主の皆様には、日頃よりご支援いただき厚くお礼申し
上げます。ここに当中間期（第２四半期連結累計期間）の経
営状況についてご報告いたします。

当中間期は、COVID-19感染拡大による世界経済の停滞
の影響が残る中で、経済活動の回復に向けた動きが見られ、
当社グループの業績は受注高、売上高で前年同期と比べ増
加しました。一方、主に制御事業の粗利率悪化などにより、
営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は
前年同期と比べ減少しました。

当社グループは、本年度から、2023年度を最終年度とす
る新たな中期経営計画「Accelerate Growth 2023（以下
AG2023）」に取り組んでいます。変化が激しく将来の予測
が困難な事業環境下で、当社グループが大きな価値を提供
し続けるためには、ESG（環境・社会・ガバナンス）の3つ

2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

1,744億円 1,844億円
売上高

2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

1,690億円 1,938億円
受注高

◎受注高・売上高が共に堅調に推移し増収
◎粗利率の悪化や販管費の増加などにより減益

2020年度（中間期） 2021年度（中間期）
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2021年度第2四半期決算の
ポイントと結果のご報告

2021年度の業績予想事業別ハイライト

為替レートの前提を変更するとともに、受注については上期の
実績・今後の見通しの状況を踏まえ予想を修正しました。

TOPICS

2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

受注高 94億円 116億円
売上高 95億円 101億円
営業利益 15億円 17億円

2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

受注高 1,558億円 1,797億円
売上高 1,626億円 1,716億円
営業利益 148億円 138億円

2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

受注高 39億円 25億円
売上高 23億円 27億円
営業利益 △9億円 △13億円

航機その他事業

測定器事業

制御事業

当社グループは、社会共通課題の解決を通じて成長していくために、10年
後の「ありたい姿」とその実現に向けた考え方をまとめた長期経営構想を
抜本的に見直しました。また、その実現に向けた最初の3年間で取り組むべ
きことを定めた中期経営計画「AG2023」を策定しました。AG2023では、
社会共通課題の解決を軸とした事業構造を確立し、成長に向けた歩みを加
速させていきます。
また、今回の長期経営構想の見直し、中期経営計画の策定と合わせ、当社
グループはYokogawa's Purposeを策定しました。これは、お客様や社会
にとっての当社グループの存在意義を示したものであり、社会に対するコ
ミットメントです。 （2021年5月発表）

当社グループの持続可能な社会の実現に向けた取り組みや
中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みについてなど、
YOKOGAWAに対する皆様のより深い理解が得られる内
容に編集しています。 （2021年8月発行）

ESG（環境・社会・ガバナンス）投資の世界的な株式
指標である「ダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・
アジア・パシフィック・インデックス」の構成銘柄を
はじめ、国内外の主要なESG指数に継続して採用され、
高い評価をいただいています。

長期経営構想の見直し、中期経営計画、
Yokogawa's Purposeを策定・発表

統合報告書
「YOKOGAWAレポート2021」を発行

［ URL ］ YOKOGAWAレポート
https://www.yokogawa.co.jp/about/ir/shiryo/annual-ja/

［ URL ］ プレスリリース
https://www.yokogawa.co.jp/news/press-releases/2021/2021-05-11-ja/

［ URL ］ 株主・投資家情報　社外からの評価
https://www.yokogawa.co.jp/about/ir/

ESGインデックスで高い評価を維持

「YOKOGAWAレポート2021」にも詳しい説明がございますので、是非ご覧ください

の視点で経営を行うことが大前提となります。AG2023で
は、社会や環境に貢献しながら持続的な成長を遂げるた
め、社会共通の課題の解決を軸とした事業構造の確立を目
指します。この計画を確実に実行していくことで、当社グ
ループのさらなる成長と事業を通じた持続可能な社会の
実現に取り組んでいきます。

株主の皆様のご期待に沿えるよう、事業の一層の拡大と
企業価値の向上に努めてまいりますので、引き続きご支援
賜りますようお願い申し上げます。

 2021年12月

（単位：億円、億円未満四捨五入）

2020年度
実績

2021年度
年初予想

2021年度
今回予想 前回予想比

受注高 3,558 3,800 3,900 +100

売上高 3,742 3,700 3,750 +50

営業利益 316 250 260 +10

経常利益 341 250 260 +10

親会社株主に帰属する
当期純利益 192 160 160 0

為替レート 対米ドル 106.01円 105.00円 107.50円 +2.5円

2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

98億円 91億円

当社グループ内での経営管理区分の見直しにより、従来「計測事業」セグメントに含まれていたライフ
イノベーション事業を「制御事業」セグメントに区分を変更するとともに、従来「計測事業」としていた報告
セグメントの名称を「測定器事業」に変更しています。



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。

【お知らせ】 単元未満株式をお持ちの株主様へ■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

134,506,216株
92,776,813株
23,772,923株
9,528,841株
6,346,546株
1,693,171株

（
（
（
（
（
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50.1%)
34.5%)
8.8%)
3.5%)
2.4%)
0.6%)

所有者別株式分布状況

株式数
268,624千株

会社概要・株式の状況 (2021年9月30日現在)

商号 横河電機株式会社 資本金 43,401,056,425円
創立 大正4年（1915年）　  9月1日

従業員数 17,798名（連結）
2,530名（個別）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
発行可能株式総数 600,000,000 株
発行済株式の総数 268,624,510 株
株主数 16,063 名

IR部 
〒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） 
【メールアドレス】Yokogawa_Electric_IR6841@cs.jp.yokogawa.com

当社では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、出社可能な人数を制限しております。この間、お電話がつながりにくくなりますので、ご連絡
いただく際は本報告書表面に記載の株主・投資家情報（IR）内の[IRに関するお問い合わせ]、もしくはメールをご活用くださいますようお願い申し上げます。

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

〒100-8241
東京都千代田区丸の内1-3-3　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
※トラストラウンジではお取り扱いできませんのでご了承ください。

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
当社は、株主の皆様に対する利益還元は経営の最重要施策の一つと認
識し、利益成長を通じて安定的・継続的な増配を目指します。具体的に
は、業績および中長期的な株主価値の最大化に向けた投資資金の確
保、成長投資を支える財務基盤の維持を総合的に勘案しながら、連結
配当性向30%を上回る配当水準の確保に努めます。また、一時的な要
因で業績が悪化した場合においても、株主資本配当率を踏まえた安定
的な配当の維持を図ります。この方針に基づき、2021年度の配当金は
以下を予定しています。

中  間 期  末（予想） 年  間（予想）
2021年度

配当金
普通配当
17円00銭

普通配当
17円00銭

普通配当
34円00銭

利益配分の基本方針および配当金について

■ 中間　■ 期末　● 配当性向

37.4%

30.00 32.00

20182017（年度）

15.00

15.00

17.00

15.00

61.8%

34.00

2019

17.00

17.00

47.2%

34.00

2020

17.00

17.00

1株当たり配当金の推移 （円.銭）

30.0%

56.7%

34.00

2021（予想）

17.00
（予想）

17.00




