
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（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： ダンマーム（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

● アズビルメキシコ合同会社  

 本社： レオン（メキシコ）
 設立： 2018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 10,428 7.18
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10,291 7.08
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 9,383 6.46
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8,703 5.99
ジエーピーモルガンチエース オツペンハイマー ジヤスデツク レンデイング アカウント 4,637 3.19
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 4,631 3.18
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 4,405 3.03
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505025 3,768 2.59
日本生命保険相互会社 3,739 2.57
全国共済農業協同組合連合会 3,101 2.13

大株主（上位10名）

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 9,607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 148,500,884株※
単元株式数 100株
株主数 7,571名

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
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トータル・シェアホルダー・リターン（株主総利回り）、株価推移
[Index]
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TOPIX（配当込み）アズビル

2014年3月31日の終値を100とした株主総利回りの
相対値の年度末値を表示

年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
期末株価（円） 1,274.0 1,630.0 1,440.5 1,870.0 2,477.5 2,589.0
最高株価（円） 1,280.5 1,677.5 1,750.0 1,927.5 2,655.0 2,775.0
最低株価（円） 935.0 1,150.0 1,309.0 1,347.5 1,772.5 1,949.0

※  2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。上記の株価並びに当社株主総利回りについては、株式分割による影響を考慮して算定しています。

※  2018年10月1日付にて実施した株式分割（1株を2株に分割）に伴い、
 発行済株式総数は74,250,442株増加しています。
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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レポート 2019（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。

アズビルは、計測・制御のオートメーション技術を駆使して、
人々が快適な暮らし、安心して働くことができる環境を100年以上にわたってつくり続けてきました。

2018年7月より、グローバルでのブランド構築に向けて、新しい企業広告を展開しています。
「あすみる、アズビル。」には、アズビルがオートメーション技術で、
お客様とともに明るい未来に向かって進んでいく想いを込めています。

 アズビル株式会社ウェブサイト  https://www.azbil.com/jp/
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