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イベント概要 

 

[企業名]  横河電機株式会社 

[イベント種類] 決算説明会 

[イベント名]  2021 年 3 月期第 1 四半期決算説明会 

[決算期]  2020 年度 第 1 四半期 

[日程]   2020 年 8 月 12 日 

[ページ数]  23 

[時間]   17:30 – 18:30 

（合計：60 分、登壇：26 分、質疑応答：34 分） 

[開催場所]  電話会議 

[出席人数]  89 名 

[登壇者]  代表取締役社長        奈良 寿 （以下、奈良） 

取締役 専務執行役員 経営管理本部長 穴吹 淳一（以下、穴吹） 

経営管理本部 財務・IR 部 IR 課長    小林 倫崇（以下、小林） 

 

登壇 

 

小林：皆様、こんばんは。横河電機の小林と申します。本日は、お忙しい中、電話会議にご参加い

ただきまして、誠にありがとうございます。 

本日の電話会議には、スピーカーとして、代表取締役社長の奈良と、取締役専務執行役員、経営管

理本部長の穴吹が出席しております。 

まず、穴吹から第 1 四半期決算の概要と業績予想について、ご説明いたします。その後、奈良から

2020 年度の基本方針を中心にご説明いたします。質疑応答は奈良の説明が終わった後に行いま

す。会議全体の時間は、1 時間程度を予定しております。 

なお、発表資料は、東京証券取引所、および、横河電機のホームページに掲載されておりますの

で、ご覧いただきますよう、お願い申し上げます。それでは、説明を開始いたします。 
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穴吹：横河電機、穴吹でございます。それでは、私から先に、決算説明会の資料を使い第 1 四半期

の決算を中心にご説明を申し上げます。 

4 ページに今回の決算発表におけるポイントをサマリーとして載せております。 

第 1 四半期の実績につきましては、売上は減収、営業利益は前年並みとなっております。売上につ

きましては、COVID-19 や為替の影響により減収となっておりますが、営業利益につきましては、

粗利率の改善、それから販管費の減少等によりまして、前年並みを確保できております。当期純利

益については増益となっております。 

セグメント別では、制御事業は、減収増益。為替の影響、それから、前年度、期中で営業譲渡いた

しました子会社譲渡影響を除いた、いわゆるオーガニック成長で見てみますと、受注は 17.3%減、

売上が 4.8%減、営業利益が 8.5%増という内容となっております。 

計測事業は、増収減益。航機その他事業は、減収減益となっております。 
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地域別には、全地域厳しい状況となっておりますが、その中で受注は中南米、売上については中国

が健闘しております。 

業種別では、昨年度、大口の JOB が前年度の第 1 四半期に含まれていた反動、および COVID-19

の影響を受けまして、エネルギー関連業種を中心に厳しい状況となっております。 

通期業績予想につきましては、前回、2019 年度末決算発表の時点におきまして、未定とさせてい

ただいておりましたが、今回、厳しい事業環境などを総合的に検討した結果、減収減益予想という

内容で、レンジ形式で開示させていただいております。 

配当予想につきましては、前年と同額を予定しております。 
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5 ページ、決算サマリー、前年同期比の表になります。 

受注が 831 億円、売上高 820 億円、営業利益 64 億円、四半期純利益 30 億円で、前年同期に比べ

まして、受注でマイナス 211 億円、売上高でマイナス 83 億円、営業利益マイナス 2 億円、四半期

純利益プラス 9 億円となっております。 

為替の影響および子会社の譲渡影響は、受注で 47 億円、売上高で 41 億円の影響を受けておりま

して、それらを除いたオーガニック伸長で見ますと、受注でマイナス 15.9%、売上高ではマイナス

4.7%となっております。 

営業利益は前年からマイナス 2 億円、四半期純利益はプラス 9 億円ということで、四半期純利益に

つきましては、前年度特別損失が膨らんでいたところの反動で、最終的なボトムラインは増益側に

なっております。 
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6 ページ、営業利益の分析になります。 

減収に伴う粗利減で、マイナス 19 億円の影響を受けながら、なんとか粗利率については改善がで

きております。さらに、販管費の減少、コストダウン効果等を含めまして 69 億円ということで、

前年を上回る営業利益となっておりますが、最終的に為替の影響、約 5 億円を受けまして、前年か

ら 2 億円減益の営業利益となっております。 
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次に 7 ページ、セグメント別の状況です。 

制御事業につきましては、大きくは全社と同じような動きになっております。受注、売上について

は、COVID-19、それから為替の影響、前年度大口 JOB の影響を受けております。為替および子会

社譲渡の影響を除いたオーガニックで見ますと、受注がマイナス 17.3%、売上高はマイナス 4.8%

となっております。営業利益につきましては、粗利率の改善、販管費の減少などによりまして、増

益となっております。 

計測事業につきましては、売上は堅調に推移しましたが、ライフイノベーション事業における先行

投資をかけている影響で、増収減益ということで、前年度と同じようなトレンドとなっておりま

す。 

航機その他事業につきましては、航空関連機器需要の低迷によりまして、減収減益となっておりま

す。 
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次に 8 ページですが、制御事業の地域別の表になります。 

左側の受注につきましては、全体としては、先ほど申し上げたように、オーガニックでマイナス

17.3%、164 億円の減少となっております。地域別で見ますと、ご覧いただきますように、中南米

を除きまして大きくマイナスに振れております。特に、ロックダウンの影響を強く受けているイン

ド、それから北米については、かなり大きな沈み込みとなっております。日本についても、10%強

の減少ということで、影響を受けた第 1 四半期となっております。 

右側の売上高につきましては、全体としては、オーガニックではマイナス 4.8%、40 億円の減収と

なっております。地域別で見ますと、中国が比較的堅調に推移しておりますが、全体的には減収と

なっております。 
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次に、9 ページが、制御事業の業種別の受注高です。 

前年同期の第 1 四半期から、四半期ごとに推移を並べております。アップストリーム、ダウンスト

リームなどのエネルギー関連が大きく沈んでおり、全体としても受注高を押し下げる要因となって

おります。 
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10 ページが、2020 年度業績予想のレンジ形式で開示した内容となります。 

まだ外部環境が見通せない状況が続いておりますが、前提の置き方としましては、今回の第 1 四半

期を底にしながら、年度末に向けては、COVID-19 の感染拡大防止というブレーキ側と、経済活動

がリオープンしていくというアクセル側がバランスを取りながら、徐々に回復方向に向かっていく

というようなものを、基本的なシナリオとしております。 

各国が工夫をしながら、アクセル、ブレーキを踏み分けていくといった状況が、年度末に向かって

も続いていかざるを得ないのではないかということで、大きな V 字回復は見込めず、L 字で緩やか

に回復していくと想定しています。一方で、今、第 2 波の懸念というものが、日本および各国でも

出始めておりますが、大きな第 2 波の影響によって、さらに強烈なロックダウンで経済が停滞する

ということは念頭に置かない内容で予想しています。 

原油価格の考え方としては、1 バレル当たり 30 ドルから 40 ドルがしばらく年度末に向かって推移

をするという、経営環境、マクロ経済の動きというものを念頭に置いております。 
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このようなシナリオの中、受注につきましては、3,500 億円から 3,800 億円、売上高は 3,600 億円

から 3,900 億円、営業利益は 230 億円から 300 億円、当期純利益については 140 億円から 190 億

円といったようなレンジ幅で、開示せざるを得ない状況であると考えております。 
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11 ページに、もう少し具体的な見通しの考え方について、セグメント別に述べさせていただく表

を用意しております。 

制御事業につきましては、まず受注について、システムプロジェクトは、今のマクロ経済の状況を

考えますと、エネルギー需要減少による影響を全体的には受けておりますが、お客様の投資判断が

遅れる、キャンセルというのは比較的まだ少ない状況です。こういった状況の中で、価格競争の激

化も顕在化しており、主に海外のビジネスについては、今後大きく減少していくのではないかと予

想しております。日本については、第 1 四半期でも、前年同期に比べて 10%を超える受注の減少

というものが起っていますが、経済活動がある程度再開をしたということもあり、回復に向かって

いくだろうと想定しております。しかし、今後、足元で起っている第 2 波の懸念のようなものが、

若干、懸念材料として残っているのかなと考えています。 

プロダクトビジネスについては、MRO ビジネスなどで一定の引き合いがあるため、相対的に底堅

いところはあるのですが、現状、北米、インドなどではかなり COVID-19 の影響が顕在化をしつ

つある状況が続いております。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

12 
 

コンサルティング系のビジネスにつきましては、率としては一番大きな下落率になっております。

移動制限の影響で、こういった対面式のビジネスモデルのビジネスは強く影響を受けており、KBC

については厳しい状況が続いておりますが、方向としては改善方向で、今後ある程度は戻っていけ

るのではないかという見立てをしています。 

地域別には、中国、日本、中南米を除いては、全体的に影響を大きく受けていくのではないかとい

う見立てをしておりまして、予想がなかなか立てにくい中で、今回このような検討を背景に、レン

ジでの開示とさせていただいております。 

売上高については、受注残がかなり積み上がった状態でスタートはできていますが、受注減少の影

響と、すでに受注済み案件につきましても、今後の進捗の遅れ、第 1 四半期でも進捗の遅れが生じ

てきているわけですが、進捗の遅れによるリスクというものが存在していると見ております。 

営業利益につきましては、航空便が減少しており、足元で物流費がかなり高騰しております。さら

に、価格競争の激化による粗利悪化のリスクがあると考えています。粗利率を確保、向上していこ

うということで、社内の活動を急ピッチで進めていますので、なんとか第 1 四半期については粗利

率の改善はできているのですが、今後、厳しさの中で、どれだけ改善できていくかというところ

が、なかなか読みきれないと見ています。グループ全体で、徹底的な費用削減というのを推し進め

ていっておりますが、一方で、リモート対応というものが、これからのキーワードになるというふ

うに考えています。ウィズコロナ、アフターコロナに向けた戦略的な費用をしっかり当てる、アフ

ターコロナに向けた IT 投資は継続していくなかで、絞るところは絞りながら、戦略的なところは

継続していきたいと考えております。 

計測事業につきましては、測定器ビジネスは、中国においては堅調な引き合いが入っております

が、それ以外の地域では悪化をしており、まだ減少するという見方をしています。一方で、共焦点

顕微鏡などの医薬系のライフサイエンスビジネスについては、堅調に推移するであろうという見立

てをしています。 

航機その他事業につきましては、ここはもう確実に、航空機産業の業績の影響を強く受けるだろう

という予想をしておりますので、かなりの率での落ち込みというものを覚悟せざるを得ない状況で

はないかと見ております。 

以上が年度に対する見立てとなります。 
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12 ページは、セグメント別の予想をグラフにしたものになります。 
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最後に 13 ページは株主還元です。今回開示させていただいた業績予想の状況、それから今の財務

状況というもの、キャッシュ・フローの状況等を総合的に勘案いたしまして、当社の配当方針に照

らして、年間 34 円の配当ということで、前年と同額を維持という内容で、今回開示をさせていた

だいております。 

私からのご説明は以上となります。 

 

小林：続いて、奈良からご説明申し上げます。 

奈良：皆さん、こんばんは。横河電機の奈良でございます。本日は、お忙しい中、ご参加いただき

まして、誠にありがとうございます。先ほど、穴吹からご説明した通り、今年度は COVID-19 が

事業に与える影響は大きく、今後も先行きが読みにくい状況です。しかしながら、COVID-19 によ

り顕在化してきた社会課題や、当社にとっては新たなビジネスチャンスも見え始めています。そこ

で、私から改めて、今期の基本方針と、足元、今ニーズが急拡大している遠隔化、いわゆるリモー

ト需要の 2 点について、背景や活動の進捗、そして今後の方向性も含めて、ご説明申し上げます。 
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まず 23 ページ、こちらは 5 月にご説明した、今年度の FY20 の基本方針です。 

今年は、TF2020 の最終年度として、施策の完遂と効果の刈り取りに注力する中で、主に四つの方

針を掲げて取り組んでいます。 

一つ目は、まず、これまで進めてきた施策の優先順位の設定および見直しです。二つ目は、グルー

プ全体最適に向けたさらなるコスト削減。そして三つ目は、強靭な財務力を引き続き堅持すること

です。そして四つ目となるのは、COVID-19 後の社会を見据えた構えの構築ということで、すなわ

ち社会ニーズの変化への対応を基本方針としています。 

その中で、本日は、遠隔化、自律化に促進され、その要求が拡大している足元の状況と、その変化

への対応のための当社の取り組みを中心に、次のスライドでご説明いたします。 
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24 ページですが、まず、直近の需要が拡大している背景として、感染対策におけるプラント運営

の見直しがあります。すなわち、密を避ける対策として、社員の皆さんの健康と安全を守るために

も、遠隔からの工場の設備の運転や、保守を支援するサービス需要の増加です。 

お客様からのリモートニーズはこれまでも存在しており、当社も製品開発や M&A など、OPEX ビ

ジネスの拡大として注力してきましたが、今回の COVID-19 により、さらに需要が急拡大してい

るという印象を受けています。 

これに対して当社の取り組みは、まず、営業の強化です。具体的には、Webinar や Virtual 

Exhibition を積極的に開催し、ビジネスの機会を増やしています。その成果もあり、例えば、リモ

ートメンテナンスサービスの引き合い件数は、前年度同期比でおよそ 2 倍、金額的にはまだ大きな

割合ではありませんが、今後の収益向上に将来に向けて貢献してくると考えています。 

また、われわれはリモートソリューションのラインナップも充実しています。これまでも、インド

のバンガロールにおけるクラウドのエンジニアリングを活用して、お客様や当社それぞれの効率化

を実現してきています。 
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さらに、FAT、いわゆる立ち会い検査も、face-to-face が今まで主流でしたが、プロジェクトマネ

ージャー、あるいはエンジニアなども、今はリモートで対応ができ始めています。例えば、インド

において、シンガポールと日本を接続して、その FAT を実施するといった事例のように、プロジ

ェクト全体の効率が上がっており、お客様からの評判も非常に良い状況です。 

また、こういったリモートで、われわれが実際に運営している例として、1,000 キロ離れたオフシ

ョアのプラットフォームがございます。これは本社から監視したり、あるいは、高度 4,000 メート

ルの高山の、非常に厳しい働く環境の中、僻地や遠隔地など過酷な現場のケースで、リモートオペ

レーションを実施しています。 

お客様にリモートソリューションを提供するうえで、止まらない、逃げないといった当社の信頼性

が最大限発揮しているといえるかもしれません。まだまだラインナップやリソース等、充実しなく

てはいけないところはありますが、われわれのこのグローバルの体制や、強固なお客様の基盤、そ

して信頼関係を蓄積していくことで、この遠隔化、ひいては自律化、われわれは、IA2IA と呼んで

いますが、この世界をリードしていくという意気込みを持って、これからも取り組んでいきたいと

思っております。 
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最後に 25 ページ、前回もこれを出させていただきましたが、われわれが目指す方向についてご説

明します。 

YOKOGAWA は、COVID-19 を乗り越える強靭な力を持つレジリエントカンパニーです。 

YOKOGAWA の事業は、COVID-19 後に拡大するビジネス領域の中心にいます。 

そして、目指す方向としては、持続可能な社会の実現と新たな成長機会の創出です。 

株主、投資家をはじめとする皆様には、引き続き、ご支援のほど、お願い申し上げます。 

 

以上、ご清聴ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

Q：1Q の営業利益増減分析について、粗利率改善と販管費減少の背景をもう少し詳しくご解説く

ださい。また、粗利率改善や販管費減少について、通期での規模感など考え方を教えてください。 

A：粗利率につきましては、今の厳しい競争環境の中、善戦したと考えています。特に日本におい

てコストダウンや効率化など、粗利率を確保する活動を行ってきた効果がでています。一方で、一

過性の要因として、粗利率の大きい JOB による影響も含まれていますので、通期の考え方として

は、1Q と同じ規模感の粗利率改善が 2Q 以降も続くとは自信を持って言えない状況です。しか

し、厳しい環境の中でも、粗利率を改善できているという手応えもありますので、引き続き粗利率

改善に向けて活動していきたいと考えています。 

販管費減少につきましては、一番大きく効果が出ているのは、移動制限に伴う出張旅費や交際費の

減少になりますが、それ以外でも、不急な活動の見直しを行ったことなどによる効果がでていま

す。また、世界各国で行われている助成金も、販管費の戻入という形で含まれております。通期の

考え方としては、今後経済活動が再開してくると、活動費として販管費が増える面もありますの

で、同じ規模感での販管費減少が 2Q 以降も続くとは考えておりません。 

 

Q：お客様の投資スタンスについて、業種別、地域別に見通しを教えてください。 

A：業績予想をレンジ形式での開示とさせていただいた背景として、お客様自身の経営方針が定ま

っておらず、お客様の投資動向を読みにくいことがあります。4、5 月を底に、経済活動が再開す

るにつれて、徐々に新たなビジネスの会話がスタートしている印象はありますが、どのような時間

軸で受注に結び付くのか、お客様動向を読み切れていないというのが正直な見立てになります。 

このような状況の中、アップストリームやダウンストリームは、大口のメジャーなお客様が 2、3

割投資を削減する表明をされており、厳しい状況になるとみています。そのため、エネルギー関連

が強い東南アジアや中東で、インパクトが大きくなる可能性があります。北米は、コンペティター

も厳しい状況になっており、リスクの大きい地域とみています。一方で、数字としては小さいです

が、食品薬品業種は強い伸びを示しています。 
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Q：リモート需要の規模感を教えてください。 

A：もともとメジャーアカウントなどはリモート志向がありましたが、今色々な業種のお客様から

の引き合いが増えています。しっかりと集計しておりませんが、昨年に比べると 2 倍以上のお話が

きています。 

 

Q：特別損失に含まれている事業構造改善費用 9 億円の内容、また通期予想でも同様なものを織り

込んでいるのかを教えてください。 

A：減損というようなものではなく、われわれがトランスフォーメンションとして進めているもの

で、主に海外においてコスト構造改革を進めていく中で必要となる一時的な費用とご理解くださ

い。通期予想の中で大きな特別損失として織り込んでいるものはございません。 

 

Q：トランスフォーメーションをキーワードとして掲げられておりますが、今御社を取り巻く事業

環境も変わってきていると思います。来年から新しい中期経営計画が始まると思いますが、次の中

期経営計画では何を重要視していくのか、お考えをお聞かせ下さい。 

A：新たな中期経営計画においても、引き続きトランスフォーメーションを加速していくことで、

われわれの企業価値を高め、社会貢献に対する度合いを増やしていきたいと考えています。 

そのなかで、グローバルでコンペティターと戦っていくための構えを持つことが大切だと考えてい

ます。われわれはお客様との高い信頼関係があり、インストールベースを含む強固なお客様の基盤

と、グローバルでお客様にサポートできる構えを持っています。リモートでできることは色々あり

ますが、最終的には現場でお客様をサポートしなくてはならない場面が出ますので、われわれが持

っている構えを生かし、お客様に寄り添って貢献していきたいと思います。 

そして、われわれ自身の価値を高めること。例えば、われわれは製造現場での OT（Operational 

Technology）が強い会社ですので、OT のメインナレッジをしっかり生かし、IT と融合し、DX を

活用することで、お客様に貢献していく。これが最終的に社会価値貢献につながると思います。 

最近、お客様の中で、既設のプラント、新設のプラントに対する考え方に変化があるように感じて

います。既設のプラントに対しては、サイト運営の効率化、労働安全をどうしていくか、人を介在

しないでどのように運営していくかというのが、お客様が今非常に悩まれているところです。 
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新設のプラントに対しては、いかに設備を簡略化していくか、いかにアンマンドオペレーションで

自律化したプラントにしていくかということを悩まれています。それらに対し、われわれとして

は、インストールベースのある既設のプラントに対してソリューション、貢献をどうしていくかと

いうことと、新規の案件に対して自律化に対するオペレーション、設備の簡略化のようなところを

訴求していきたいと思っています。 

 

Q：粗利率について、1Q では国内を中心にコストコントロールができ、改善できたとご説明いた

だきましたが、通期予想ではマイナスの方向に織り込まれているのでしょうか？COVID-19 により

価格競争激化など粗利悪化リスクがあるというお話もありましたので、競合との状況なども含めて

教えてください。 

A：ロックダウン解除後、経済は動き始めましたが、各社コストダウンに走られており、減収減益

の企業が多くなっています。われわれとしても、日本だけではなくグローバルで非常に厳しい経営

環境に置かれており、リーマン・ショックのときと同じように、価格への要求も間違いなく増えて

きていると思います。今のところは JOB のキャンセルは少ないですが、全体的に JOB のディシジ

ョンが遅れている中で、業界内での競争というものは厳しくなっていくと考えています。 

そういったところは通期予想に織り込みながらも、ここ数年力を入れてきて今回の 1Q でも成果を

出している、粗利を確保するための活動、例えばエンジニアリングのコストダウン、効率化、調達

品の集中購買によるコストダウンなどにより、ある程度はカバーできるだろうと考えております。 

よって、価格競争による影響はある程度受けますが、コストダウンなどの活動によってカバーはで

きるだろうというシナリオで予想を立てております。 

 

Q：COVID-19 を機に、ESG に関心を持つ企業が増えています。オイルメジャーが、2030 年まで

に原油やガスの生産を 4 割削減するというメッセージを積極的に出すようになってきており、

COVID-19 を乗り越えた頃には、従来のプラントが減っていく時代を迎えるのではないかと思いま

す。御社は次の中期経営計画に向け、どのような世界を想像されて、議論をされているのか、お考

えをお聞かせ下さい。 

A：われわれの見立てとしては、オイルはまだまだ生産できるような状態ですが、ESG の流れから

しても、確実に需要は減っていくという判断でいます。 
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しかし地域によって差はあります。例えばヨーロッパのエネルギーカンパニーは、再生可能エネル

ギーにシフトするという宣言をしており、リファイナリーでも競争力のあるリファイナリーだけを

残し、その他は閉鎖することも決めているように、サステナビリティに対する取り組みにドライブ

がかかっています。一方でアメリカのオイルメジャーは、まだまだ石油で頑張っていくという印象

です。 

よって、オイルという業種の観点では、今後競争力のある製油所においては、生き残るために、キ

ャッシュを生み出すような最適化や効率化などといった投資があると思います。そこに関しては、

今までのコンベンショナルなわれわれのビジネスをしっかりやっていきたいと思います。 

再生可能エネルギーの観点でも、われわれのコアコンピタンスである計測、制御、情報は、共通軸

ですので、あらゆる業種、ものづくりに生かせます。これまでは比較的オイルメジャーの仕事を頑

張ってきましたが、今後の理想としては、われわれのコアコンピタンスを活用しながら、オイル以

外のお客様にも影響を与えるような、次のステップに行きたいと考えています。このような思い

で、次の長期経営計画、中期経営計画を議論しています。 

 

Q：LNG 分野にも脱炭素の流れがきているように思うのですが、状況はいかがでしょうか。 

A：LNG 分野にも影響は出始めておりますが、カーボンが少ないハイドロ燃料として、LNG はま

だ続くと思われます。しかし、以前のような形で旺盛な需要があるわけではないと思います。 

 

Q：水素のサプライチェーンは御社にとってビジネスチャンスになるのでしょうか？ 

A：水素はポテンシャルの高いエネルギーですので、われわれとしても、既に色々な調査をしてい

ます。今後長期的に見ると、LNG と同じようなキャパシティのあるビジネスになっていく可能性

があると思います。 

 

［了］ 

  



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

23 
 

免責事項 

本資料で提供されるコンテンツの信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性等について、

当社は一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負いません。さらに、利用者が当社から直接又は間接に

本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本規約において規定されてい

る内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。 

 

本資料または当社及びデータソース先の商標、商号は、当社との個別の書面契約なしでは、いかな

る投資商品（価格、リターン、パフォーマンスが、本サービスに基づいている、または連動してい

る投資商品、例えば金融派生商品、仕組商品、投資信託、投資資産等）の情報配信・取引・販売促

進・広告宣伝に関連して使用をしてはなりません。 

 

本資料を通じて利用者に提供された情報は、投資に関するアドバイスまたは証券売買の勧誘を目的

としておりません。本資料を利用した利用者による一切の行為は、すべて会員自身の責任で行って

いただきます。かかる利用及び行為の結果についても、利用者自身が責任を負うものとします。 

 

本資料に関連して利用者が被った損害、損失、費用、並びに、本資料の提供の中断、停止、利用不

能、変更及び当社による本規約に基づく利用者の情報の削除、利用者の登録の取消し等に関連して

会員が被った損害、損失、費用につき、当社及びデータソース先は賠償又は補償する責任を一切負

わないものとします。なお、本項における「損害、損失、費用」には、直接的損害及び通常損害の

みならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生

的若しくは付随的損害の全てを意味します。 

 

本資料に含まれる全ての著作権等の知的財産権は、特に明示された場合を除いて、当社に帰属しま

す。また、本資料において特に明示された場合を除いて、事前の同意なく、これら著作物等の全部

又は一部について、複製、送信、表示、実施、配布（有料・無料を問いません）、ライセンスの付

与、変更、事後の使用を目的としての保存、その他の使用をすることはできません。 

 

本資料のコンテンツは、当社によって編集されている可能性があります。 

 


