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1、 会社紹介 



確かな計測で、その先の未来へ 

企業概要 

顧客 

国内 海外 

■共和 

  サービスセンター 

保守・修理 

■共和計測 
■ニューテック 

コンサルティング 

■ 本社所在地  東京都調布市 

■ 設立  1949年6月 

■ 資本金  17億2,399万円 

■ 代表者名  星 淑夫 

■ 上場取引所  東証1部 

■ 関連会社 

 連結子会社8社 

 非連結子会社1社(ﾏﾚｰｼｱ) 

 関連会社1社(ﾀｲ) 

■ 連結従業員数  約770名 

■ 連結売上高  約142億円(2013年度) 

共和電業グループ 

販売 

共和電業（上海） 

貿易有限公司 

KYOWA  

AMERICAS INC 

株式会社 共和電業 

■山形共和電業 
■甲府共和電業 
■共和ハイテック 

計測器等の製造 
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KYOWA DENGYO 

MALAYSIA SDN.BHD 
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確かな計測で、その先の未来へ 

当社の経営理念 

社是 大会社たらんよりは、最良の会社たらん 

信条 謙虚・誠実・努力 

企業理念 
計測と制御を通じて“安全と安心”の提供で 

社会に貢献する技術創造企業 

企業ビジョン 
新たな市場への挑戦と事業基盤の強化により、 

応力計測のリーディングカンパニーを目指す 

     ⇒ 輝いている優良企業を創る 

この社是には、創業社長の渡邉理の 

「応力計測の分野で、世界の共和・技術の共和になろう」 

という熱い想いが込められている。 
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確かな計測で、その先の未来へ 

応力計測の総合メーカー 

共和電業はひずみゲージをコアスキルとした 

                       応力計測の総合メーカーです。 

Ⅲ．環境・エネルギー分野 

Ⅱ．運輸・交通インフラ分野 Ⅰ．自動車試験分野    

Ⅳ．工業計測分野      

衝突安全試験など 鉄道・高速道路・航空宇宙など 

生産ライン向け機器など 土木インフラ・クリーンエネルギーなど 

ひずみゲージ 変換器 計測器 

応力計測の“入口（データ計測）”から“出口（データ解析）”まで、 

トータルなシステム提案・サービスの提供が可能です。 

ソフトウェア 計測コンサルティング アフターメンテナンス 

当社の主要４事業分野  
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確かな計測で、その先の未来へ 

ひずみゲージとは何か？ 4 

      使用例① ～ひずみゲージを直接構造物に貼って計測～ 

荷重変換器 

（ロードセル） 

圧力変換器 変位変換器 加速度変換器 

プリント基板の強度試験 

トルク変換器 

    使用例② ～ひずみゲージを利用して荷重や圧力を電気信号に変換～ 

1.1mm 

1.2mm 

国産大型ロケット「 Ｈ‐ⅡＢ 」の燃料タンクの耐圧試験 

１ 

２ 

ひずみゲージとは 

物体に力を加えた時に生じる微小な変化（ひずみ）を電気信号として検出するセンサです。 



確かな計測で、その先の未来へ 

 高速鉄道の台車の振動測定 

 運輸・交通インフラ分野  自動車試験分野 

バリアロードセル 車載型データ集録器 

 自動車衝突試験 

操舵力角計 

薄型踏力計 

 操縦安定性能試験 

アライメント計測システム 

 ETC用車両重量検知システム 

棒状センサ 

使用事例① 

振動センサ 
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確かな計測で、その先の未来へ 

 地すべりの動態観測・地下水位測定 

データロガー 

傾斜計 

水位計 

使用事例② 

間隙水圧計  

埋立部 接続部 桟橋部 

桟橋部 埋立部 

連絡誘導路 

接続部 

多摩川 東京湾 

多段式傾斜計 

断面図 

 羽田空港Ｄ滑走路 計測工事 

 工業計測分野 

 タンクの重量管理 

ロードセル 

波形表示型 
計装用コンディショナ 

 環境・エネルギー分野 
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市場環境 

■市場概要 

■国内市場シェア 

当社 約40％ 他社 約60％ 

※ 当社推計による 

 

電気 

計測器市場 

計量計測 

機器市場 
 ひずみゲージと    
 その応用計測器市場 
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２、 2013年12月期決算 



確かな計測で、その先の未来へ 

通期決算のポイント 

通期実績 前年 

同期比 H24 H25 

売上高 13,354 14,215 ＋861 

営業利益 1,071 1,443 ＋372 

経常利益 1,088 1,500 ＋412 

当期純利益 601 935 ＋334 

（百万円） 

売上高 

経常利益 

 前年比  ＋6.4％ 

○自動車分野が好調 

○売上高の増加 
○売上原価率の改善 

 前年比  ＋37.9％ 
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確かな計測で、その先の未来へ 

業績推移 
（百万円） 
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■ 売上高
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確かな計測で、その先の未来へ 

公募増資の実施 

2013年12月、公募増資及び第三者割当増資により約
8億円を調達 

【資金調達の目的】 

売上200億円達成の為の準備 

↓ 

ゲージの高品質化・生産の高効率化 

生産量アップが必要 

↓ 

山形の生産設備増強（新ゲージ棟建設） 

（増資による株式増加数 2,300,000株/増資後の発行済株式総数 28,058,800株） 
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確かな計測で、その先の未来へ 

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 増減額  

 総資産 17,958 17,629 17,489 17,603 19,496 ＋1,893 

 純資産 8,449 8,600 8,528 9,092 10,916 ＋1,824 

 有利子負債 4,207 3,606 3,459 2,975 2,394 △581 

 有利子負債比率（%） 23.4% 20.5% 19.8% 16.9% 12.3% △4.6ポイント 

 自己資本比率（%） 47.1% 48.8% 48.8% 51.7% 56.0% ＋4.3ポイント 

（百万円） 

財務データ推移 11 
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確かな計測で、その先の未来へ 

2011年 2012年 2013年 増減額 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,253  816 1,594 +778 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △246 △98 △284 △186 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △600 △614 +99 +713 

  フリーキャッシュ・フロー 1,007 718 1,310 +592 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 
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３、 第４次中期経営計画 



確かな計測で、その先の未来へ 

長期ビジョン（2013～2018） 13 

確かな計測で、その先の未来へ 

■コーポレートステートメント 

■長期ビジョン 

輝いている企業 
2018年の売上高200億円を目指す 

新たな市場への 

挑戦と革新 

活力ある 

企業文化の創造 グローバル企業への 

道筋をつける 



確かな計測で、その先の未来へ 

第４次中計（2013～2015）の計数目標 

2013年 2014年 

計画 

2015年 

計画 実績 計画 達成率 

 売上高 14,215 

 

14,300 99.4％ 15,200 16,300 

      国内   12,379 

 

12,500 99.0％ 13,200 13,800 

      海外 1,836 

 

1,800 102.0％ 2,000 2,500 

 営業利益 1,443 

 

1,300 111.0％ 1,700 1,750 

（百万円） 
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確かな計測で、その先の未来へ 

 ① 新たな事業領域への挑戦 

第４次中計（2013～2015）の具体的な取組み 

 ② グローバルビジネスの拡大・充実・強化 

 ③ 事業基盤の強化 

攻
め 

守
り 
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確かな計測で、その先の未来へ 

新たな事業領域への挑戦 【健全性モニタリング分野①】 

■健全性モニタリング分野 

高度成長期に建設された 

社会インフラの老朽化問題 

モニタリングニーズの高まり 

鉄道・道路などの 

構造物（橋梁やトンネル等）の 

維持管理を目的としたモニタリング分野に 

挑戦していく。 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2009年 2019年 2029年

■道路・橋   

■河川管理施設   

■下水道管渠   

■港湾岸壁 

今後、20年以内に、建築後50年以上を経過する 

インフラの割合が50％以上になる 

出典：国土交通白書 

☆アベノミクス 

 

  国の成長戦略、国土強靭化の推進 

  「安全・便利で経済的な次世代インフラの構築」 

ポイント① 

ポイント② 
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確かな計測で、その先の未来へ 

グローバルビジネスの拡大・充実・強化 

■重点取組み 

① 中国・ASEAN諸国の市場拡大 

 ■ASEAN戦略拠点の検討（現地法人等） 

 ■ASEANでの戦略的営業展開 

 ■現地販売店の育成強化 

 ■現地ニーズにマッチした製品の 

   早期展開を図る 

ASEAN・・・主にタイ・マレーシア・インドネシア 
中南米・・・主にメキシコ・ブラジル 

■海外売上比率推移 

② 北米・中南米の市場拡大 

 ■マーケティング活動を通じたブランドの 

   浸透（市場調査・展示会への出展） 

 ■北米子会社（KYOWA AMERICAS）を 

   拠点とした販売網の構築・整備 
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確かな計測で、その先の未来へ 

マレーシアに現地法人を設立 

商号         ： KYOWA DENGYO MALAYSIA SDN. BHD. 

所在地      ： クアラルンプール 

資本金      ： 25,000リンギット（約800,000円） 

事業内容   ： 応力測定機器の販売及び機器の修理、メンテナンス、設置等 

ＡＳＥＡＮ/ＮＣＡＰ ： 東南アジア諸国連合の新車アセスメントプログラム 

■共和電業マレーシア設立を 

  紹介していただきました。 

■Official crash testing equipment supplier  

  として、認定されました。 

2013年8月29日 

マレーシアで行なわれた 「ASEAN/NCAP Phase 2」 に唯一、サプライヤーとして出席 
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確かな計測で、その先の未来へ 

製品トピックス 

※当社調べ 

各メーカー、環境問題改善 

に向け、発電用タービン、 

航空機や自動車のエンジン 

等の更なる高温化・高効率 

化に取組んでいる 

高温領域における 

部品強度検証や 

寿命予測が必要不可欠 

世界最高 
レベル※ 

950℃対応 

●950℃対応カプセル型 
 高温ひずみゲージ 

▲ 自動車のマニホールド 
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水素エネルギー社会に向けて、 

測定に影響を与える水素脆化 

対策済のゲージが登場 

●水素ガス環境用 
 箔ひずみゲージ 

New!! 

●ｺﾝﾊﾟｸﾄﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 
  EDX‐10シリーズ 

アジアの新興国向け ひずみ測定入門機 

2013年度 

グッドデザイン賞受賞 

機能を絞り低価格化 

超小型・軽量サイズ 

約320g 

84mm 



【Home Page】 http://www.kyowa-ei.co.jp 

 

 

注 意 事 項 

当資料に記載されている内容は、現時点で入手可能な情報に基づいて 

作成されたものです。 

将来の戦略・計数目標の達成を保証するものではありません。 

予めご了承ください。 
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