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商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年５月 10 日開催の取締役会において、平成 23 年６月開催予定の第 89 期

定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、下記のとおり、商号を変更

することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．商号の変更について 

 １．変更の理由 

創業 105 周年（azbil 導入５周年）を機に、グループ理念「人を中心としたオートメ

ーション」及びグループシンボルである「azbil」のより一層の浸透を図り、長期目標

「世界トップクラスのオートメーション企業になる」の実現を目指します。 

(1) ３つの名称（グループ理念、グループ名称、グループ各社商号）を統合することで

グローバルにブランドを強化します。 

 グループ理念 「人を中心としたオートメーション：Automation Zone Builder」

（平成 18 年 10 月導入） 

 グループ名称 「azbil グループ」（平成 20 年 10 月導入） 

 グループ各社商号 「azbil」を冠した商号に統一（平成 24 年 4 月国内各社） 

※ 海外現地法人は平成 21 年 1 月から順次、「azbil」を冠した商号に変更済み 

(2) 顧客と多面的な接点をもち、「商品と現場ソリューション」の両面から顧客の課題

解決に貢献する企業集団としての azbil グループの認知度を向上させます。 

(3) 良き企業市民としての自覚向上とその実践（CSR と社会貢献）を azbil グループ一

丸となって進めます。 

 

 ２．新商号（英文表記） 

アズビル株式会社（Azbil Corporation） 

 

 ３．変更予定日 

平成 24 年４月１日 



Ⅱ．定款の一部変更 

１．定款変更の内容 

（下線部は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社 山 武と称し、

英文では Yamatake Corporation と

表示する。 

 

第２条 

 

第 41 条 

 

（新 設） 

 

第１章 総則 

（商号） 

第１条 当会社は、アズビル株式会社と称

し、英文では Azbil Corporation と

表示する。 

 

第２条 

 

第 41 条 

 

    附 則 

    第１条の変更は平成 24 年４月１日

をもってその効力を生じるものと

する。なお、本附則は第１条の変更

の効力発生後これを削除するもの

とする。 

 

Ⅲ．子会社の商号変更について 

 グループ理念である「人を中心としたオートメーション」とグループシンボルである

「azbil」のより一層の浸透を図るため、当社の商号変更にあわせ、子会社においてもアズ

ビルを冠した商号に変更することといたしました。 

【当該子会社の概要】 

１．株式会山武商会 

 (1)概 要 

   本店所在地：東京都豊島区北大塚一丁目 14 番３号 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 神澤 弘一 

   事業内容：ＡＡ事業における制御・計測・検査・安全・環境等の機器及びシステム

の販売、設計、試運転並びに技術サービスの提供 

   資 本 金：5,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル商事株式会社（英文：Azbil Trading Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

２．山武コントロールプロダクト株式会社 

 (1)概 要 

   本店所在地：神奈川県伊勢原市鈴川 54 番地 

   代表者役職氏名：代表取締役社長 玉寄 長務 

   事業内容：プリント基板組立品、メカニカル精密部品、センサ及び空調用バルブ等

～ 条文省略 ～ 現行どおり 



の製造及び販売 

   資 本 金：２億 8,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル プロダクツ株式会社（英文：Azbil Products Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

３．山武フレンドリー株式会社 

 (1)概 要 

   本店所在地：神奈川県藤沢市川名一丁目 12 番２号 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 荻野 卓人 

   事業内容：azbil グループ各社より業務委託を受け、製品の副組付や清掃、環境整

備、設備メンテナンス、社内配送、工場補助管理等を行う特例子会社 

   資 本 金：1,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル フレンドリー株式会社（英文：Azbil Friendly Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

４．セキュリティフライデー株式会社 

 (1)概 要 

   本店所在地：神奈川県藤沢市藤沢 89 番地１ 

   代表者役職氏名：代表取締役社長 佐内 大司 

   事業内容：技術では解決できない、人を中心とした本質的なセキュリティ問題の解

決をめざし、人々に幸せをもたらすソフトウエアの提供 

   資 本 金：5,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル セキュリティフライデー株式会社 

           （英文：Azbil SecurityFriday Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

５．株式会社金門製作所 

 (1)概 要 

   本店所在地：東京都豊島区北大塚一丁目 14 番３号 

    （登記上の本店所在地：東京都板橋区大原町 13 番１号） 

   代表者役職氏名：代表取締役社長 岩井 昌秋 

   事業内容：ガス・水道メータなどの計量器、計量・計装システム等の研究開発、製

造、販売及び工事・サービス 

   資 本 金：31 億 5,750 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル金門株式会社（英文：Azbil Kimmon Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

 

 



６．株式会社青森製作所 

 (1)概 要 

   本店所在地：青森県青森市大字野木字山口 245 番地８ 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 山内 吉和 

   事業内容：水道メータ、計装機器関連の製造、修理並びに販売 

   資 本 金：2,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル金門青森株式会社（英文：Azbil Kimmon Aomori Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

７．和歌山精器株式会社 

 (1)概 要 

   本店所在地：和歌山県御坊市塩屋町北塩屋字才郷谷 1825 番地５ 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 星野 義和 

   事業内容：都市ガスメータの製造、修理並びに販売 

   資 本 金：１億円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル金門和歌山株式会社 

           （英文：Azbil Kimmon Wakayama Co., Ltd） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

８．白河精機株式会社 

 (1)概 要 

   本店所在地：福島県白河市表郷深渡戸字大山 11 番地 16 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 松井 博幸 

   事業内容：都市ガスメータ、ＬＰガスメータ、ルーツメータの製造、修理並びに販売 

   資 本 金：5,600 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル金門白河株式会社 

          （英文：Azbil Kimmon Shirakawa Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

９．株式会社金門白沢 

 (1)概 要 

   本店所在地：福島県本宮市長屋字菖蒲田１番地５ 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 齊藤 勇 

   事業内容：(株)金門製作所からの受託業務（都市ガスメータの製造、修理の請負） 

   資 本 金：3,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル金門白沢株式会社 

          （英文：Azbil Kimmon Shirasawa Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 



10．株式会社金門会津 

 (1)概 要 

   本店所在地：福島県南会津郡南会津町片貝字二本柳 494 番地 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 小松 剛 

   事業内容：(株)金門製作所からの受託業務（都市ガスメータの製造、修理の請負） 

   資 本 金：2,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル金門会津株式会社（英文：Azbil Kimmon Aizu Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

11．株式会社金門原町 

 (1)概 要 

   本店所在地：福島県南相馬市原町区上渋佐字原田 108 番地 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 森 昭文 

   事業内容：(株)金門製作所からの受託業務（水道メータ部品の製造の請負） 

   資 本 金：3,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル金門原町株式会社（英文：Azbil Kimmon Haramachi Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

12．株式会社金門唐津 

 (1)概 要 

   本店所在地：佐賀県唐津市大良字渕の元 301 番地１ 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 西岡 和憲 

   事業内容：(株)金門製作所からの受託業務（都市ガスメータの製造、修理の請負） 

   資 本 金：2,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル金門唐津株式会社（英文：Azbil Kimmon Karatsu Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

13．株式会社山武瑞穂 

 (1)概 要 

   本店所在地：京都府船井郡京丹波町鎌谷下一ノ谷１番地３ 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 水越 繁 

   事業内容：電磁流量計、水道メータの生産及び校正サービス 

   資 本 金：2,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル京都株式会社（英文：Azbil Kyoto Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

 

 

 



14．ロイヤルコントロールズ株式会社 

 (1)概 要 

   本店所在地：東京都豊島区北大塚一丁目 14 番３号 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 平山 英徹 

   事業内容：(株)山武の製品をコアとする工業用自動制御機器の販売、計装システム

エンジニアリング、盤設計、計装工事施工、各種ソフトウエアの製作、 

ＦＡ機器試運転調整、定期点検、損害保険代理業務 

   資 本 金：5,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル ロイヤルコントロールズ株式会社 

          （英文：Azbil RoyalControls Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

15．株式会社太信 

 (1)概 要 

   本店所在地：長野県中野市大字中野 200 番地７ 

 代表者役職氏名：代表取締役社長 小林 勇生 

   事業内容：制御及び計測用機器、電気、通信及びこれらに関連する機器装置の設計・

開発・製造及び販売 

   資 本 金：4,000 万円 

 (2)新商号（英文表記）：アズビル太信株式会社（英文：Azbil Taishin Co., Ltd.） 

  (3)変更予定日：平成 24 年４月１日 

 

 

以 上 


