
国内グループ会社

● アズビル株式会社
 本社: 東京都千代田区
 創業: 1906年　設立: 1949年

● アズビルトレーディング株式会社
 本社: 東京都豊島区　設立: 2013年

● アズビル山武フレンドリー株式会社
 本社: 神奈川県藤沢市　設立: 1998年

● アズビル セキュリティフライデー
 株式会社
 本社: 神奈川県藤沢市　設立: 2003年

● アズビル金門株式会社
 本社: 東京都豊島区
 創業: 1904年　設立: 1948年

● アズビル京都株式会社
 本社: 京都府船井郡　設立: 2009年

● アズビルTACO株式会社
 本社: 東京都板橋区　設立: 1955年

● アズビル太信株式会社
 本社: 長野県中野市　設立: 1974年

● 株式会社 テムテック研究所
 本社: 東京都中央区　設立: 1982年

海外グループ会社

アジア .............................................

● アズビル韓国株式会社
 本社： ソウル（韓国）　設立: 1999年

● アズビル台湾株式会社
 本社： 台北（台湾）　設立： 2000年

● アズビルベトナム有限会社
 本社： ハノイ（ベトナム）　設立： 2008年

● アズビルインド株式会社
 本社： ナヴィムンバイ（インド）
 設立： 2010年

● アズビルタイランド株式会社
 本社： バンコク（タイ）　設立： 1995年

● アズビルプロダクション
 タイランド株式会社
 本社： チョンブリー（タイ）　設立： 2013年

● アズビルフィリピン株式会社
 本社： マカティ（フィリピン）　設立： 1996年

● アズビルマレーシア株式会社 
 本社： クアラルンプール（マレーシア）
 設立： 1999年

● アズビルシンガポール株式会社 
 本社： シンガポール（シンガポール）
 設立： 1998年

● アズビル・ベルカ・インドネシア
 株式会社 
 本社： ジャカルタ（インドネシア）
 設立： 1997年

● アズビルサウジアラビア有限会社 
 本社： ダンマン（サウジアラビア）
 設立： 2013年

中国 ................................................

● アズビル機器(大連)有限公司 
 本社： 大連　設立： 1994年

● アズビル情報技術センター(大連)
 有限公司 
 本社： 大連　設立： 2007年

● 山武環境制御技術（北京）有限公司 
 本社： 北京　設立： 2000年

● 中節能建築能源管理有限公司
 本社： 北京　設立： 2012年

● アズビルコントロールソリューション
 （上海）有限公司 
 本社： 上海　設立： 1994年

● 上海アズビル制御機器有限公司 
 本社： 上海　設立： 1995年

● 上海山武自動機器有限公司 
 本社： 上海　設立： 2004年

● アズビル香港有限公司 
 本社： 香港　設立： 2000年

米欧 ................................................

● アズビル北米R&D株式会社 
 本社： サンタクララ（米国／カリフォルニア）
 設立： 2014年

● アズビルノースアメリカ株式会社 
 本社： フェニックス（米国／アリゾナ）
 設立： 2000年

● アズビルボルテック有限会社  
 本社： ロングモント（米国／コロラド）
 設立： 1995年

● アズビルブラジル有限会社  
 本社： サンパウロ（ブラジル）
 設立： 2010年

● アズビルヨーロッパ株式会社  
 本社： ザベンタム（ベルギー）　設立： 2001年

● アズビルテルスター有限会社
 本社： タラサ（スペイン）　設立： 1963年
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株主名 持株数（千株） 持株比率（%）
明治安田生命保険相互会社 5,214 7.11
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 4,895 6.68
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,455 6.08
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,955 5.40
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 2,708 3.69
資産管理サービス信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ信託銀行口 2,315 3.16
日本生命保険相互会社 1,869 2.55
azbilグループ社員持株会 1,568 2.14
全国共済農業協同組合連合会 1,550 2.11
株式会社みずほ銀行 1,404 1.91

大株主（上位10名）

株価推移

※アズビル及び日経平均： 2006年3月末を基準（100）とした値
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2006/3 2008/3 2009/3 2010/3 2012/32011/3 2014/32013/3 2016/32015/3 2017/32007/3

年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

期末株価（円） 2,730 2,795 1,689 2,186 2,038 1,830 1,978 2,548 3,260 2,881 3,740
最高値（円） 3,050 3,960 3,070 2,241 2,370 2,066 2,046 2,561 3,355 3,500 3,855
最安値（円） 2,320 2,300 1,431 1,594 1,634 1,539 1,490 1,870 2,300 2,618 2,695

創　　　　　業 1906年12月1日
設　　　　　立 1949年8月22日
資   　本 　  金 10,522百万円
決   　算　   日 3月31日
定時株主総会 6月
本　　　　　社 〒100-6419

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）
連結従業員数 9,290名
上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部
証 券 コ ー ド 6845
株 式 の 状 況 発行済株式総数 75,116,101株

単元株式数 100株
株主数 7,681名

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
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アズビル株式会社ウェブサイト 

http://www.azbil.com/jp/

お問合わせ先
アズビル株式会社　グループ経営管理本部 IR室
TEL  03-6810-1031    FAX  03-5220-7278
E-MAIL  azbil-ir@azbil.com

それぞれ株主・投資家情報ページよりご確認いただけます。

「azbil report 2017」（本冊子）に関するアンケート
ご意見・ご感想をお聞かせください。

IR情報メール配信サービス
ご登録いただいた方へ、最新のIR情報をメールでお届けいたします。

SRIインデックスの組入れ状況 （2017年7月末現在）

■  FTSE4Good Global Index

■  FTSE Blossom Japan Index

■  MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

■  MSCI日本株女性活躍指数（WIN）

■  モーニングスター社会的責任投資株価指数

FTSE4Good Global Index

アズビル株式会社はFTSE4Goodインデックスシリーズの構
成銘柄として､10年連続で選出されています｡
FTSE4Goodは､環境･社会･ガバナンスのグローバル･スタン
ダードを満たす企業への投資を促進するようデザインされた
株式指数シリーズです｡
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