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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 309,196 △27.5 204 △96.3 △87 ― △5,133 ―

21年3月期 426,262 △9.0 5,559 △32.7 5,115 △34.9 1,619 △29.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △24.03 ― △18.1 △0.0 0.1
21年3月期 7.43 7.41 5.2 2.4 1.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △9百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 172,268 26,724 15.1 120.48
21年3月期 191,999 32,319 15.9 143.35

（参考） 自己資本   22年3月期  26,053百万円 21年3月期  30,540百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △1,539 △1,611 △3,301 22,959
21年3月期 10,598 △1,362 △11,945 29,255

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 639 40.4 2.1
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

160,000 13.1 1,100 ― 1,000 ― 400 ― 1.85

通期 340,000 10.0 3,500 ― 3,200 ― 1,500 ― 6.94
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご参照ください。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

［（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定となる基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご参照ください。］ 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 231,558,826株 21年3月期 231,558,826株

② 期末自己株式数 22年3月期  15,313,958株 21年3月期  18,518,015株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 268,363 △28.1 182 △95.9 1,090 △74.6 △4,398 ―

21年3月期 373,161 △9.6 4,396 △25.7 4,298 △26.8 1,502 394.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △20.59 ―

21年3月期 6.89 6.87

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 169,519 26,212 15.4 120.42
21年3月期 191,924 30,016 15.6 140.48

（参考） 自己資本 22年3月期  26,039百万円 21年3月期  29,927百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 
 なお、上記予想数値に関する事項につきましては、３ページ［１］経営成績（１）経営成績に関する分析をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

138,000 11.1 700 ― 600 △4.9 300 ― 1.39

通期 293,000 9.2 2,300 ― 2,100 92.6 1,000 ― 4.62
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当連結会計年度のわが国経済は、デフレ基調が続く中、自動車、電機、機械を中心に需要が急減した

ことから、かつてないほど厳しい状況下でスタートしましたが、期の後半にかけて、各種経済対策の効

果、在庫調整の進展、中国をはじめ海外経済の持ち直しなどから緩やかな回復傾向が見られました。し

かし、依然として設備投資が抑制され、個人消費も低迷するなど国内需要の自律的な回復力は弱く、非

常に厳しい状況で推移しました。  

このような状況の中、当社グループといたしましては、「環境・省エネ・省コスト事業」を成長事業

と位置づけ、品揃力、省エネノウハウ、施工ネットワークを統合した環境提案力を強化するとともに、

成長市場であるアジア地域の営業基盤の拡充を図り、収益力の回復に努めてまいりました。また、急激

な経営環境の悪化に対応するため、人員配置の適正化など徹底したコスト削減を強力に推進いたしまし

た。しかしながら、民間設備投資及び住宅投資の低迷が続き、全体としての需要は大幅に減少し、当連

結会計年度の売上高は、前年同期比27.5%減の3,091億96百万円となりました。  

利益面につきましては、第２四半期以降収益は着実に回復してきたものの需要激減の影響をまともに

受けたことから、営業利益は２億４百万円(前年同期比96.3%減)となり、経常損益は87百万円の損失

（前年同期は51億15百万円の経常利益）となりました。また、第２四半期において繰延税金資産を41億

円取り崩したことなどから当期純損益は前期比67億53百万円減益の51億33百万円の損失となりました。

 セグメント別の状況は以下のとおりです。 

  

《産業機器部門》 

 産業機器部門につきましては、一昨年後半からの世界同時不況の影響による景気低迷が続きました

が、第３四半期以降、中国・アジアを中心とした海外の景気回復を背景に液晶・半導体関連や自動車関

連に復調の兆しが見られ、工場稼働率の上昇とともに切削工具等に下げ止まり感が出てまいりました。

このような状況の中、在庫物流機能の拡充によるトレード機能の強化や市況が回復している業種へのき

めの細かな営業戦略による環境商品等の需要取り込みの徹底、マテハン関連機器の拡販などに注力いた

しましたが、売上高は472億６百万円（前年同期比29.9%減）となりました。 

  

《工業機械部門》 

 工業機械部門につきましては、期初において世界経済の急減速を受け自動車・建設機械関連業界を中

心に設備投資需要は大幅に減少し、かつてない市場の縮小を経験いたしましたが、第３四半期以降、好

調な中国をはじめアジア新興国の旺盛な需要に支えられ、半導体関連など一部の業種で商談が増加する

など底打ちの兆しが見られました。しかし、全体的には企業の設備・雇用の過剰感から設備投資に慎重

な姿勢は払拭されておらず、厳しい受注環境で推移しました。このような状況の中、新規顧客の開拓、

工場における「環境・省エネ・省コスト」の提案営業力や景気回復が進む中国・東南アジア市場の営業

力を強化してまいりましたが、売上高は419億22百万円（前年同期比57.9%減）となりました。 

  

[1] 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績
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《管材・空調部門》 

 管材・空調部門につきましては、新設住宅着工戸数の大幅な減少や景気後退の影響による工場設備投

資の回復の遅れなどがあり低調に推移しました。景気の先行き不透明感は拭いきれておらず、デフレに

よる販売価格の下落もあり厳しい状況となりましたが、省エネ法改正による工場・事業所等の設備見直

しの動きが出てまいりました。このような状況の中、環境・省エネ事業に特化したＹＥＳ（Yuasa 

Energy Solution）室を新設し、省エネ法に準拠した管理標準作成のコンサルティングのノウハウを活

かした提案営業を展開するとともに、環境・省エネ関連商品の拡充などに注力いたしましたが、売上高

は591億86百万円（前年同期比16.9%減）となりました。  

  

《住宅・建材部門》 

 住宅・建材部門につきましては、住宅ローン減税の拡大などの景気対策がとられたものの、長引く景

気低迷から雇用環境の改善は見られず個人消費も盛り上がりに欠け、新設住宅着工戸数についても大幅

に減少し厳しい状況となりました。このような状況の中、取引先との連携による施工機能の強化に取り

組み、屋上緑化・遮熱塗料など屋根分野の温暖化対策商品を提案する「クールビルプロジェクト」と太

陽光発電システムやエコキュートを中心とした環境・省エネの「エコハウス」提案などに注力いたしま

した結果、売上高は771億34百万円（前年同期比7.4%減）となりました。 

  

《建設機械部門》 

 建設機械部門につきましては、世界的な景気後退の影響を受けて底堅かった新興国需要も減退し、国

内においては補正予算等により公共工事の動きが出てきたものの本格的な回復には至りませんでした。

また、民間設備投資は依然低迷しており、レンタル業者の設備稼働状況は低調に推移したことから、レ

ンタル価格も低下し、新規の設備投資は抑制され非常に厳しい状況が続きました。このような状況の

中、小型機器レンタル市場向けの環境・省エネ・安全を切り口にした商材の拡販、中古建設機械オーク

ション事業の拡充、ＰＢ商品の拡販などに取り組んでまいりましたが、売上高は215億22百万円（前年

同期比19.3%減）となりました。 

  

《エネルギー部門》 

 エネルギー部門につきましては、景気後退により国内需要が伸び悩む中、原油価格の変動が大きく、

価格競争が激化し利益確保が難しい状況が続きました。このような状況の中、新規顧客の開拓、既存元

売りとの連携強化、仕入先チャネルの拡大、軽油の拡販などに注力いたしましたが、売上高は320億92

百万円（前年同期比26.8%減）となりました。 

  

《その他》 

 その他の部門につきましては、生活関連商品は、デフレ傾向が続く厳しい経済環境の中、生活防衛意

識の高まりなどによる競争激化の影響を受けたものの、自社ブランドの季節家電製品や「エコ・省エ

ネ」をキーワードとした関連商品の品揃えを拡充したことにより堅調に推移いたしました。また、木材

製品については、新設住宅着工戸数の大幅な減少による需要不足が市況の低迷を長期化させる中、フロ

ア台板・単板など高利益率商品の販売などに注力いたしましたが、売上高は301億30百万円（前年同期

比12.3%減）となりました。  
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今後のわが国経済は、世界的な需給改善から工場の稼働率が上昇し、アジア向けを中心に輸出も増加

を続けるなど緩やかな回復基調が見込まれるものの、設備投資の抑制、雇用・所得環境の悪化や個人消

費の低迷など未ださまざまなリスク要因が存在していることから、当社グループを取り巻く経営環境は

引き続き不透明な状況で推移するものと予想されます。このような状況のもと、当社グループは、既存

事業基盤の再構築と強化を推進するとともに、「攻めの経営」を機軸に経営の効率化と営業力の強化に

取り組み、「機能強化」「成長分野の開拓」「コスト削減」による収益構造の改革を全社一丸で実施し

てまいります。 

 「機能強化」といたしましては、各地域の施工協力会社との連携を密にした施工機能の強化を図ると

ともに、ＹＥＳ室を中心とする業界トップレベルの環境・省エネなどのノウハウをパッケージにした提

案営業機能を強化し、環境提案企画「クールアースチャレンジ！」の取り組みとして、工場を丸ごと省

エネ化する「エコファクトリー」や建物施設全体を省エネ化する「エコスクール」「エコハウス」など

の省エネパッケージ提案を積極的に展開してまいります。「成長分野の開拓」といたしましては、環

境・省エネ・省コスト事業をさらに強化するとともに、太陽光発電システムの需要が見込まれる住宅新

市場、家庭用機器が伸長している消費財市場、急成長している海外市場の三市場での取り扱いシェア拡

大を図ってまいります。特に海外市場では、成長著しい中国・東南アジアの深耕とインドなど新興国へ

の進出による収益力の拡大を目指してまいります。加えて厳しい経営環境に対応するためあらゆるコス

トをゼロベースで見直し、徹底したコスト削減を実施してまいります。 

 以上の状況を踏まえ、次期の連結業績予想につきましては、売上高3,400億円、営業利益35億円、経

常利益32億円、当期純利益15億円をそれぞれ見込んでおります。 

 なお、この連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際

の業績は、さまざまな要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

②次期の見通し
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて185億62百万円減少し、1,314億５百万円となりました。こ

れは、現金及び預金が61億53百万円、受取手形及び売掛金が102億41百万円それぞれ減少したことな

どによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて11億68百万円減少し、408億63百万円となり

ました。これは投資有価証券が19億81百万円増加した一方で、長期繰延税金資産が33億85百万円減少

したことなどによります。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて197億30百万円減少し、

1,722億68百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて110億５百万円減少し、1,313億74百万円となりました。こ

れは、支払手形及び買掛金が122億62百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計

年度末に比べて31億30百万円減少し、141億69百万円となりました。これは長期借入金が31億72百万

円減少したことなどによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて141億36百万円

減少し、1,455億44百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて55億94百万円減少し、267億24百万円となりました。こ

れは、その他有価証券評価差額金が９億55百万円増加した一方で、当期純損失の計上により利益剰余

金が58億31百万円減少したことなどによります。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ62

億95百万円減少して、当連結会計年度末には229億59百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

税金等調整前当期純損失を15億65百万円計上したほか、仕入債務の減少などがあった一方、非資金

費用である減価償却費、その他の費用の計上及び売上債権の減少などがあったことから、営業活動に

よる資金の支出は、15億39百万円（前年同期比121億38百万円の支出増）となりました。 

投資活動による資金の支出は、16億11百万円（前年同期比２億48百万円の支出増）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出６億25百万円、投資有価証券等の取得による支出９億70

百万円などによります。 

財務活動による資金の支出は、33億１百万円（前年同期比86億44百万円の支出減）となりました。

これは、主に、長期借入金の返済32億29百万円などによります。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

（ロ）負債

（ハ）純資産

②キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本（株主資本＋評価・換算差額等）／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 ３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用 

 しております。   

 ４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象と 

 しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており 

 ます。 

  

当社は、従来より業績に応じた適正かつ安定的な配当を重要な経営課題のひとつと位置づけ、財務体

質の強化や成長戦略に基づく内部留保の充実との均衡ある配当政策を基本方針としております。この基

本方針に基づき、株価の動向や財務状況等を考慮しながら有効な利益還元策としての自己株式の取得な

どを含めた機動的な配当政策を実施し、株主の皆様のご期待にお応えできるよう努力してまいります。

なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定め

がある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めて

おります。  

当期の期末配当金につきましては、厳しい経営状況に鑑み、誠に遺憾ではございますが、平成22年５

月14日開催の取締役会決議により、実施を見送ることとさせていただきました。また、次期の配当につ

きましても無配を予定しております。 

  

近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

  

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 12.3 13.1 13.6 15.9 15.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

26.6 21.0 13.1 10.5 11.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

4.7 4.0 10.3 4.6 －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

5.0 6.1 2.9 5.7 －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 当社グループは、当社、子会社34社及び関連会社６社で構成されており、国内及び海外において、多様な

分野にわたる商品の売買を行うほか、関連する取引先に対する有機的な結合・調整を図るなどの活動を行っ

ております。 

 当社グループを構成する子会社及び関連会社は下記のとおりです。 
 ※印を付した18社は連結子会社、○印を付した１社は持分法適用会社であります。

 
（事業の系統図） 

 

  

（注）当社グループの事業領域の見直しに伴い、前連結会計年度に比較して以下の異動がありました。 

  ①前連結会計年度において子会社であったPT.YUASA SHOJI INDONESIAは、重要性が増したため、当連結会計年

度から連結範囲に含めております。 

  ②前連結会計年度において関連会社である㈱シーエーシーナレッジは、重要性が増したため、当連結会計年度

から持分法適用会社といたしました。 

  ③湯浅商事（上海）有限公司は、平成21年11月13日付で、資本金を2,200千USドルに増資いたしました。 

  ④㈱国興は、平成22年２月１日付の簡易株式交換により当社の完全子会社となりました。 

[2] 企業集団の状況

事  業  部  門   会      社      名 主 要 な 事 業 内 容 
産業機器部門   ㈱国興 ※ 機械・工具・電子機器等の販売
    國孝（香港）有限公司 ※ 機械・工具の販売
    深圳国孝貿易有限公司 ※ 機械・工具の販売
    他2社
工業機械部門   ユアサテクノ㈱ ※ 工作機械の販売
    ユアサプロマテック㈱ ※ ＦＡ関連機器・工具等の販売
    湯浅商事（上海）有限公司 ※ 機械設備の販売
    YUASA－YI,INC. ※ 工作機械の販売
    PT. YUASA SHOJI INDONESIA ※ 機械設備・周辺機器の販売
    他7社
管材・空調部門   ㈱マルボシ ※ バルブ・パイプ・継手等配管資材の販売
    他4社
住宅・建材部門   ユアサヒラノ㈱ ※ 住宅設備・建設資材の販売及び設置工事の請負
    他1社
建設機械部門   ユアサＲ＆Ｓ㈱ ※ 建設機械・資材の販売及びリース・レンタル
    ユアサマクロス㈱ ※ コンテナハウス及び建設機械の販売・レンタル
    YUASA TRADING DEUTSCHLAND GMBH ※ 建設機械の販売
    他3社
エネルギー部門   ユアサ燃料㈱ ※ 石油製品の販売
    他2社
その他   ユアサプライムス㈱ ※ 生活関連商品の販売
    ユアサビジネスサポート㈱ ※ 施設管理アウトソーシングサービス事業
    ユアサ木材㈱ ※ 原木・木材製品・合板の販売、木材の加工
    ユアサ礦産㈱ ※ 石材製品の販売
    ㈱シーエーシーナレッジ ○ システム開発・保守・運用管理
    他2社
    計40社
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当社グループは、「誠実と信用」「進取と創造」「人間尊重」の三つを経営理念といたしておりま

す。社会的存在としての企業にとり継続性は主要な命題のひとつと考えますが、「誠実と信用」の理念

のもと、当社グループは機械と住宅の分野における技術専門集団として、長年にわたり株主様や取引先

様をはじめ多くのステークホルダーから厚い信頼をいただいております。 

 創業以来344年の長い歴史と伝統をもつ当社グループは、「進取と創造」の理念のもと、経営環境の

変化に臨機に対応し、常に積極果敢の経営を心掛けております。 

 また、当社グループは「人間尊重」をあらゆる企業活動の基本と位置づけ、ＣＳ（顧客満足度）向上

を 優先とする経営戦略を展開し、多くのお客様からご支持をいただいております。  

当社グループは、平成22年度を 終年度とする中期経営計画「Ｎｅｏ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ 2011」の基

本方針である「攻めの経営」を機軸に、成長戦略として「機能強化」と「成長分野の開拓」を引き続き

推進してまいります。「機能強化」といたしましては、施工機能において施工協力会の推進や施工力の

ある関係会社の強化を図り、在庫・物流機能、提案機能の強化にも取り組んでまいります。「成長分野

の開拓」といたしましては、環境・省エネ分野において省エネパッケージ提案や省エネソリューション

提案を展開し、海外事業においてはアジア市場の深耕と新興市場への進出に注力してまいります。ま

た、投資対効果の厳密化と冗費削減の徹底を図り、資産効率を向上させ、更なる財務体質の強化を図っ

てまいります。 

 当社グループの連結経営と本社機能の強化を目的に計画した新社屋「本社別館」が平成22年３月に完

成し、グループ企業を新社屋に集約いたしましたことから、グループ全体の商談情報の共有化と活性化

を図り収益の拡大を目指してまいります。 

 なお、同中期経営計画において中長期的な安定成長を目指し、財務・資本方針として、資産効率の向

上（ＲＯＡ：５%）、有利子負債の削減（ネットＤＥＲ：0.04倍）、株主資本の充実（株主資本比率：

20%）などを目標といたしておりますが、一昨年秋以降の世界的な金融危機の影響による景気後退によ

り当社グループを取り巻く経営環境が激変いたしましたことから、厳しい環境下において安定した利益

を確保できる収益基盤を再構築するため、同計画の基本方針を維持しつつ、厳しい経営環境に対応した

新中期経営計画を策定する予定であります。 

 当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化充実に努め、適正な業務を遂行するために内部統

制システムの整備・運用を強化し連結経営を一層充実させるとともに、従来以上にコンプライアンスの

徹底を図ってまいります。 

  

[3] 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標と中長期的な経営戦略及び対処すべき課題
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[4] 連結財務諸表 
 (1) 連結財務諸表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,548 23,394

受取手形及び売掛金 ※１  94,406 ※１  84,164

たな卸資産 ※８  17,244 ※８  16,677

繰延税金資産 1,968 1,266

その他 8,178 6,822

貸倒引当金 △1,377 △919

流動資産合計 149,967 131,405

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※２, ※３  3,547 ※２, ※３  4,355

土地 ※２, ※３  10,551 ※２, ※３  10,716

リース資産（純額） 691 1,124

その他（純額） ※２, ※３, ※５  1,563 ※２, ※３, ※５  1,057

有形固定資産合計 16,353 17,253

無形固定資産   

のれん 540 343

その他 1,773 1,708

無形固定資産合計 2,313 2,051

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２, ※３, ※４  6,148 ※２, ※３, ※４  8,130

長期金銭債権 4,575 4,710

繰延税金資産 8,866 5,481

その他 ※４  5,221 ※４  4,967

貸倒引当金 △1,447 △1,730

投資その他の資産合計 23,364 21,558

固定資産合計 42,031 40,863

資産合計 191,999 172,268
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 102,074 89,812

短期借入金 ※２, ※７  34,602 ※２, ※７  35,822

リース債務 252 308

未払法人税等 532 332

賞与引当金 733 449

その他 4,185 4,649

流動負債合計 142,380 131,374

固定負債   

長期借入金 14,569 11,396

リース債務 465 842

退職給付引当金 235 264

役員退職慰労引当金 31 18

その他 1,998 1,647

固定負債合計 17,300 14,169

負債合計 159,680 145,544

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,644 20,644

資本剰余金 6,777 6,777

利益剰余金 6,636 805

自己株式 △2,194 △1,814

株主資本合計 31,863 26,412

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,032 △76

繰延ヘッジ損益 24 25

為替換算調整勘定 △316 △308

評価・換算差額等合計 △1,323 △359

新株予約権 89 173

少数株主持分 1,689 497

純資産合計 32,319 26,724

負債純資産合計 191,999 172,268
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 (2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 426,262 309,196

売上原価 391,606 283,586

売上総利益 34,655 25,609

販売費及び一般管理費 ※１  29,095 ※１  25,405

営業利益 5,559 204

営業外収益   

受取利息 1,347 999

受取配当金 241 182

その他 348 361

営業外収益合計 1,937 1,544

営業外費用   

支払利息 1,838 1,336

その他 543 499

営業外費用合計 2,381 1,836

経常利益又は経常損失（△） 5,115 △87

特別利益   

固定資産売却益 ※２  19 －

投資有価証券売却益 8 －

負ののれん発生益 － 291

特別利益合計 28 291

特別損失   

固定資産売却損 ※３  170 ※３  2

固定資産除却損 ※３  28 ※３  8

投資有価証券評価損 1,253 －

関係会社処理損 318 －

出資金消却損 － 3

事業整理損 － 273

貸倒損失等 － 455

大量退職に伴う退職金等 － ※４  1,003

その他 293 22

特別損失合計 2,064 1,768

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

3,079 △1,565

法人税、住民税及び事業税 724 402

法人税等調整額 835 3,376

法人税等合計 1,559 3,779

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △5,344

少数株主損失（△） △100 △211

当期純利益又は当期純損失（△） 1,619 △5,133
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 (3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 20,644 20,644

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,644 20,644

資本剰余金   

前期末残高 6,777 6,777

当期変動額   

自己株式の処分 － △92

自己株式処分差損の振替 － 92

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,777 6,777

利益剰余金   

前期末残高 5,840 6,636

当期変動額   

連結範囲の変動 △154 34

剰余金の配当 △669 △639

当期純利益又は当期純損失（△） 1,619 △5,133

自己株式処分差損の振替 － △92

当期変動額合計 795 △5,831

当期末残高 6,636 805

自己株式   

前期末残高 △1,086 △2,194

当期変動額   

自己株式の取得 △1,108 △2

自己株式の処分 － 382

当期変動額合計 △1,108 380

当期末残高 △2,194 △1,814

株主資本合計   

前期末残高 32,176 31,863

当期変動額   

連結範囲の変動 △154 34

剰余金の配当 △669 △639

当期純利益又は当期純損失（△） 1,619 △5,133

自己株式の取得 △1,108 △2

自己株式の処分 － 289

自己株式処分差損の振替 － －

当期変動額合計 △312 △5,451

当期末残高 31,863 26,412
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △577 △1,032

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △455 955

当期変動額合計 △455 955

当期末残高 △1,032 △76

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △41 24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 66 0

当期変動額合計 66 0

当期末残高 24 25

為替換算調整勘定   

前期末残高 △269 △316

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 7

当期変動額合計 △46 7

当期末残高 △316 △308

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △888 △1,323

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △435 964

当期変動額合計 △435 964

当期末残高 △1,323 △359

新株予約権   

前期末残高 － 89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 89 84

当期変動額合計 89 84

当期末残高 89 173

少数株主持分   

前期末残高 1,852 1,689

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △162 △1,192

当期変動額合計 △162 △1,192

当期末残高 1,689 497
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 33,140 32,319

当期変動額   

連結範囲の変動 △154 34

剰余金の配当 △669 △639

当期純利益又は当期純損失（△） 1,619 △5,133

自己株式の取得 △1,108 △2

自己株式の処分 － 289

自己株式処分差損の振替 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △508 △143

当期変動額合計 △820 △5,594

当期末残高 32,319 26,724
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 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

3,079 △1,565

減価償却費 1,039 1,030

のれん償却額 197 197

負ののれん発生益 － △291

投資有価証券売却損益（△は益） △8 －

固定資産売却損益（△は益） 151 2

固定資産除却損 28 8

投資有価証券評価損益（△は益） 1,253 －

関係会社処理損 318 －

出資金消却損 － 3

大量退職に伴う退職金等 － 1,003

事業整理損失 － 273

貸倒損失等 － 455

その他の特別損益（△は益） 293 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △314 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △277 △284

受取利息及び受取配当金 △1,589 △1,182

支払利息 1,838 1,336

為替差損益（△は益） 5 0

売上債権の増減額（△は増加） 30,162 10,249

たな卸資産の増減額（△は増加） 373 370

仕入債務の増減額（△は減少） △27,582 △12,302

未払消費税等の増減額（△は減少） 8 △20

長期金銭債権の増減額（△は増加） 252 △134

その他 2,599 △29

小計 11,828 △817

利息及び配当金の受取額 1,611 1,185

利息の支払額 △1,849 △1,353

法人税等の支払額 △991 △552

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,598 △1,539
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △443 △630

定期預金の払戻による収入 472 493

有形固定資産の取得による支出 △694 △625

有形固定資産の売却による収入 71 1

投資有価証券の取得による支出 △60 △472

投資有価証券の売却による収入 164 28

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△131 －

子会社株式の取得による支出 － △498

貸付けによる支出 △1,240 △429

貸付金の回収による収入 1,357 650

その他 △859 △127

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,362 △1,611

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △7,718 274

長期借入れによる収入 150 1,000

長期借入金の返済による支出 △2,126 △3,229

リース債務の返済による支出 △143 △361

自己株式の取得による支出 △1,108 △2

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △669 △639

少数株主への配当金の支払額 △17 △6

その他 △311 △337

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,945 △3,301

現金及び現金同等物に係る換算差額 △240 35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,949 △6,416

現金及び現金同等物の期首残高 32,174 29,255

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 29 120

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  29,255 ※１  22,959
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

 
  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 子会社のうち、連結の範囲に含めた会社の数は17

社であります。

 前連結会計年度において非連結子会社であった㈱

マルボシは重要性が増したため、連結の範囲に含め

ております。

 また、前連結会計年度において連結子会社であっ

たYUASA WARWICK MACHINERY LTD.及びユアサ食糧㈱

は、所有株式を売却したため、連結の範囲から除外

しております。

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 子会社のうち、連結の範囲に含めた会社の数は18

社であります。

 前連結会計年度において非連結子会社であった

PT. YUASA SHOJI INDONESIAは重要性が増したた

め、連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社名

PT. YUASA SHOJI INDONESIA

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであります。

 

 

(2) 主要な非連結子会社名

㈱サンエイ

フシマン商事㈱

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであります。

 

２ 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称

PT. YUASA SHOJI INDONESIA

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。

 

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数

は１社であります。

 前連結会計年度において持分法の適用から除外し

ておりました㈱シーエーシーナレッジは重要性が増

したため、持分法の適用範囲に含めております。

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

㈱サンエイ

フシマン商事㈱

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は５社を除き３月31日であり、

連結決算日と同一であります。また連結決算日との差

異が３か月を超えない５社は、その重要な取引につい

ては、決算日の相違による調整を行っております。

 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は６社を除き３月31日であり、

連結決算日と同一であります。また連結決算日との差

異が３か月を超えない６社は、その重要な取引につい

ては、決算日の相違による調整を行っております。

 

 

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②たな卸資産

  通常の販売目的で保有するたな卸資産

主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）

②たな卸資産

同左

③デリバティブ取引により生じる債権及び債務

時価法

 

③デリバティブ取引により生じる債権及び債務

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法によっております。なお、耐用年数につ

いては、法人税法の規定による耐用年数によって

おります。 

 但し、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）及び賃貸用固定資産につ

いては、定額法によっております。

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

同左
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

②無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法によっております。なお、耐用年数につ

いては法人税法の規定による耐用年数によってお

ります。

 但し、ソフトウエア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

 

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。但し、残存価額につ

いては、リース契約上に残価保証の取決めがある

ものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零

としております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。

 

②無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 

  

 

  

 

 

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

 

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

 従業員に対する賞与支給に備え、賞与支給見込

額を計上しております。

 

②賞与引当金

同左

③退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。

 会計基準変更時差異については、15年による按

分額を費用処理しております。

 数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数(７年)による按分額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度より費用処理しております。

 過去勤務債務は現状の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（12年）による按分額で費用処

理しております。

 

③退職給付引当金

同左
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

④役員退職慰労引当金

 連結子会社の一部は、その役員の退職慰労金支

給に備え、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

（追加情報）

 当社は、第129回定時株主総会（平成20年６月

27日開催）において、役員退職慰労金制度廃止に

伴う役員退職慰労金の打ち切り支給の決議をいた

しました。この結果、役員退職慰労引当金は全額

取崩し、連結貸借対照表の固定負債の「その他」

に振替えております。

 

④役員退職慰労引当金

  連結子会社の一部は、その役員の退職慰労金支

給に備え、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金

利スワップ取引については特例処理の要件を満た

している場合は、特例処理を採用しております。

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 … 外貨建債権債務及び 

外貨建予定取引

商品デリバティブ … 石油製品取引

金利スワップ取引 … 借入金

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 … 外貨建債権債務及び 

外貨建予定取引

 

③ヘッジ方針

 主として当社のデリバティブ取引は、外貨建債

権債務及び外貨建取引に係る為替変動リスク、石

油製品取引における価格変動リスク及び借入金の

金利変動リスクを回避する目的でそれぞれ為替予

約、商品デリバティブ及び金利スワップ取引を行

っております。 

 また、内部牽制が効果的に機能するよう管理・

事務の分掌、報告を社内規則に基づき義務づけて

おります。なお、デリバティブ取引の相手先は信

用度の高い国内の銀行及び上場企業に限定してお

ります。

 

③ヘッジ方針

  主として当社のデリバティブ取引は、外貨建債

権債務及び外貨建取引に係る為替変動リスク、石

油製品取引における価格変動リスク及び借入金の

金利変動リスクを回避する目的で、為替予約、商

品デリバティブ及び金利スワップ取引を利用する

場合があり、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

  また、内部牽制が効果的に機能するよう管理・

事務の分掌、報告を社内規則に基づき義務づけて

おります。なお、デリバティブ取引の相手先は信

用度の高い国内の銀行及び上場企業に限定してお

ります。

 

④ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相場変動等とヘッジ手段の

相場変動等とを比較し、両者の変動額を基礎にし

て判断しております。 

 但し、特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。

 

④ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相場変動等とヘッジ手段の

相場変動等とを比較し、両者の変動額を基礎にし

て判断しております。
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。

 

 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、部分時価

評価法によっております。

 

 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんの償却については、原則として５年間で均等

償却しております。

 

 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんの償却については、原則として５年間で均等

償却しております。

負ののれんの償却については、負ののれんが生じた

連結会計年度の利益として処理しております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金からなっており

ます。

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計方針の変更)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

 当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９号)を適用しております。評価基準につ

いては、低価法から原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であ

ります。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

 当連結会計年度から、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会

計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18

号)を適用しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であ

ります。

（リース取引に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度から、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

 これにより、当該変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。

──────────

 

  

 

  

 

 

 

────────── 

 

  

  

 

  

 

 

──────────
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

────────── （企業結合に関する会計基準等）

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企

業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12

月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基

準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が

平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において

初に実施される企業結合及び事業分離等から適用す

ることができることになったことに伴い、当連結会計

年度からこれらの会計基準等を適用しております。

 なお、これらの適用に伴い、適用初年度の期首にお

いて、部分時価評価法により計上されてきた評価差額

は全面時価評価法により計上しており、新たに計上し

た評価差額の少数株主持分額154百万円は、主として有

形固定資産の「土地」及び「少数株主持分」でそれぞ

れ増加しております。

(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

──────────

 

（連結損益計算書関係）

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準

第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が

平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首か

ら適用できることになったことに伴い、当連結会計年

度では「少数株主損益調整前当期純損失」の科目で表

示しております。
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

※１ このほか受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

は次のとおりであります。

受取手形割引高 2,432百万円

受取手形裏書譲渡高 728百万円

 
 

※１ このほか受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

は次のとおりであります。

受取手形割引高 2,318百万円

受取手形裏書譲渡高 790百万円

 

 

※２ 下記資産は短期借入金775百万円、一年以内に返

済する長期借入金26百万円の担保に供しておりま

す。

建物及び構築物 243百万円

工具、器具及び備品 20百万円

土地 903百万円

投資有価証券 29百万円

 

 

※２ 下記資産は短期借入金875百万円の担保に供して

おります。

建物及び構築物 233百万円

工具、器具及び備品 14百万円

土地 807百万円

投資有価証券 39百万円

 

 

※３ 下記資産は営業上の担保に供しております。

建物及び構築物 30百万円

工具、器具及び備品 3百万円

土地 107百万円

投資有価証券 98百万円

 
 

※３ 下記資産は営業上の担保に供しております。

建物及び構築物 38百万円

工具、器具及び備品 21百万円

土地 107百万円

投資有価証券 127百万円

 

 

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 810百万円

投資その他の資産(出資金) 200百万円

 
 

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 1,193百万円

投資その他の資産(出資金) 199百万円

 

※５ 賃貸用固定資産は、レンタルに供しているもので

あります。

 

※５ 賃貸用固定資産は、レンタルに供しているもので

あります。

 

 

 ６ 保証債務

関係会社及び海外現地 
法人の借入金等に対する
保証

千 百万円

YUASA MECHATRONICS(M) 

SDN.BHD.
US$ 263 25

SIAM SAMUT CO.,LTD. THB 1,000 2

従業員に対する保証 151

その他取引先に対する 

保証
136

   計 316

 
 

  ６ 保証債務

関係会社及び海外現地
法人の借入金等に対する
保証

千 百万円

YUASA MECHATRONICS(M) 

SDN.BHD.
US$ 263 24

SIAM SAMUT CO.,LTD. THB 1,000 2

従業員に対する保証 115

その他取引先に対する 

保証
4

   計 148

 

 

※７ 借入コミットメントライン契約

 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行数行と借入コミットメントライン契約を締結し

ております。この契約に基づく借入未実行残高は次

のとおりであります。

借入コミットメント極度額 10,000百万円

借入実行額 －百万円

差引：借入未実行残高 10,000百万円

※８ たな卸資産の内訳

商品 16,376百万円

仕掛品 867百万円

 

※７ 借入コミットメントライン契約

 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行数行と借入コミットメントライン契約を締結し

ております。この契約に基づく借入未実行残高は次

のとおりであります。

借入コミットメント極度額 10,000百万円

借入実行額 －百万円

差引：借入未実行残高 10,000百万円

※８ たな卸資産の内訳

商品 15,269百万円

仕掛品 1,407百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 8,397百万円

貸倒引当金繰入額 299百万円

賞与引当金繰入額 733百万円

退職給付引当金繰入額 448百万円

役員退職慰労引当金繰入 
額

6百万円

支払手数料 3,470百万円

のれん償却額 197百万円

※２ 固定資産売却益の内訳

建物 14百万円

その他 4百万円

計 19百万円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 7,914百万円

貸倒引当金繰入額 463百万円

賞与引当金繰入額 449百万円

退職給付引当金繰入額 604百万円

役員退職慰労引当金繰入 
額

5百万円

支払手数料 2,526百万円

のれん償却額 197百万円

──────────

 

※３ 固定資産売却損及び除却損の内訳

 固定資産売却損の内訳

土地 110百万円

その他 60百万円

計 170百万円

  

※３ 固定資産売却損及び除却損の内訳

 固定資産売却損の内訳

建物 2百万円

その他 0百万円

計 2百万円

 

 固定資産除却損の内訳

建物 14百万円

土地 11百万円

その他 1百万円

計 28百万円

──────────

 

 固定資産除却損の内訳

建物 2百万円

その他 6百万円

計 8百万円

※４ 大量退職に伴う退職金等の内訳

退職給付引当金繰入額 321百万円

退職特別加算金等 681百万円

計 1,003百万円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

新株予約権は、当社において、ストック・オプションとして付与したものであります。 

 なお、当連結会計年度末残高は、89百万円であります。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 231,558 － － 231,558

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 8,385 10,132 － 18,518

会社法第459条第１項の規定による定款の
定めに基づく自己株式の取得

10,000千株

単元未満株式の買取請求等による増加 132千株

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月16日 
取締役会

普通株式 669 3.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月13日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 639 3.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

新株予約権は、当社において、ストック・オプションとして付与したものであります。 

 なお、当連結会計年度末残高は、173百万円であります。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 231,558 － － 231,558

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 18,518 21 3,225 15,313

単元未満株式の買取請求等による増加 21千株

単元未満株式の売渡請求による減少 3千株

新株予約権の行使による減少 91千株
㈱国興の完全子会社化に伴う株式交換に自
己株式を充当したことによる減少

3,131千株

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月13日 
取締役会

普通株式 639 3.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 29,548百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △ 292百万円

現金及び現金同等物 29,255百万円

 

 ２ 重要な非資金取引の内容

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び負債の額は、次のとおり

であります。

リース資産 691百万円

リース債務 717百万円

 

 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 23,394百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △ 435百万円

現金及び現金同等物 22,959百万円

 

 ２ 重要な非資金取引の内容

(1) 当連結会計年度に新たに計上したファイナン

ス・リース取引に係る資産及び負債の額は、次の

とおりであります。

リース資産 641百万円

リース債務 642百万円

 

(2) 当連結会計年度に㈱国興を完全子会社化する株

式交換を実施しております。内訳については、企

業結合等関係に記載しております。
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当社及び連結子会社は、国内及び海外において、多様な分野にわたる商品売買を行うほか、関連す

る取引先に対する有機的な結合・調整を図る等の活動を行っております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
(注) １ 事業の区分は、取扱商品の種類、性質の類似性等により区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 産業機器 ・・・・ 工具・産業設備 

(2) 工業機械 ・・・・ 工業機械・工業機器 

(3) 管材・空調 ・・・ 管材機器・空調機器 

(4) 住宅・建材 ・・・ 建設資材・外構資材・住宅設備・住宅機器 

(5) 建設機械 ・・・・ 建設機械・建設用資材 

(6) エネルギー ・・・ 石油製品 

(7) その他 ・・・・・ 生活関連商品・木材製品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,119百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用等であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は39,424百万円であり、その主なものは当社の余

資運用資金及び管理部門に係る資産であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

産業機器
(百万円)

工業機械
(百万円)

管材・
空調 

(百万円)

住宅・
建材 

(百万円)

建設機械
(百万円)

エネルギー
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
    売上高

67,332 99,486 71,249 83,331 26,662 43,861 34,339 426,262 - 426,262

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

11,268 1,957 4,898 3,357 2,363 2 58 23,905 (23,905) -

計 78,600 101,443 76,147 86,688 29,025 43,863 34,397 450,167 (23,905) 426,262

営業費用 77,809 97,734 74,371 85,531 29,301 43,425 34,315 442,488 (21,786) 420,702

営 業 利 益 又 は 営 業 損 失
（△）

791 3,708 1,776 1,157 △ 275 438 82 7,679 (2,119) 5,559

Ⅱ資産、減価償却費及び 
 資本的支出

資産 33,081 24,411 32,316 36,375 3,809 5,172 17,408 152,575 39,424 191,999

減価償却費 105 60 109 123 523 39 31 993 45 1,039

資本的支出 508 351 633 648 701 38 106 2,987 278 3,265
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
(注) １ 事業の区分は、取扱商品の種類、性質の類似性等により区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 産業機器 ・・・・ 工具・産業設備 

(2) 工業機械 ・・・・ 工業機械・工業機器 

(3) 管材・空調 ・・・ 管材機器・空調機器 

(4) 住宅・建材 ・・・ 建設資材・外構資材・住宅設備・住宅機器 

(5) 建設機械 ・・・・ 建設機械・建設用資材 

(6) エネルギー ・・・ 石油製品 

(7) その他 ・・・・・ 生活関連商品・木材製品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,640百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用等であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は34,577百万円であり、その主なものは当社の余

資運用資金及び管理部門に係る資産であります。 

  

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４月

１日 至 平成22年３月31日) 

全セグメントの売上高及び営業利益の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４月

１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

産業機器
(百万円)

工業機械
(百万円)

管材・
空調 

(百万円)

住宅・
建材 

(百万円)

建設機械
(百万円)

エネルギー
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
    売上高

47,206 41,922 59,186 77,134 21,522 32,092 30,130 309,196 - 309,196

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

7,319 1,387 4,369 4,371 2,170 0 49 19,667 (19,667) -

計 54,525 43,310 63,556 81,505 23,692 32,093 30,179 328,863 (19,667) 309,196

営業費用 55,216 42,982 62,357 80,638 23,868 31,954 30,000 327,019 (18,027) 308,991

営 業 利 益 又 は 営 業 損 失
（△）

△ 690 327 1,198 867 △ 175 138 179 1,844 (1,640) 204

Ⅱ資産、減価償却費及び 
 資本的支出

資産 30,532 17,750 27,581 35,546 5,923 5,946 14,410 137,691 34,577 172,268

減価償却費 99 64 102 124 497 38 25 953 13 966

資本的支出 29 23 36 52 842 41 8 1,034 786 1,821

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 
  

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

(繰延税金資産)

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,075百万円 582百万円

投資有価証券評価損否認額 1,292 212

賞与引当金否認額 245 119

退職給付引当金否認額 634 722

出資金評価損否認額 139 112

固定資産減損損失否認額 100 64

その他有価証券評価差額金 695 46

繰延ヘッジ損益 － 17

繰越欠損金 7,061 9,452

その他 534 343

繰延税金資産小計 11,778 11,675

評価性引当額 △ 189 △4,128

繰延税金資産合計 11,589 7,546

(繰延税金負債)

退職給付信託設定益 △ 360 △360

時価評価による簿価修正額 △ 375 △438

繰延ヘッジ損益 △ 16 －

繰延税金負債合計 △ 753 △799

繰延税金資産純額 10,835 6,747

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

法定実効税率 40.5  ％ 40.5  ％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.6 △4.2

住民税均等割額等 1.9 △4.8

税効果非適用の連結子会社に係る差異 5.9 △13.2

評価性引当額の増加額 0.4 △262.5

投資評価減の損金算入額 △ 18.2 －

繰越欠損金の期限切れ 9.1 －

その他 3.5 2.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.7 ％ △241.5 ％
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

  

２ 満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において

減損処理を行い、投資有価証券評価損1,243百万円を計上しております。減損処理にあたり

期末における時価が、取得価額に比べ50％以上下落した場合には、すべて減損処理を行って

おります。 

  

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

５ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

 
  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

株式 6,130 4,352 △ 1,777

売却額(百万円)
売却益の合計額

(百万円)
売却損の合計額

(百万円)

164 8 －

その他有価証券 非上場株式 975百万円

非上場債券 10百万円
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

  

２ 満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

  

３ その他有価証券 

 
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 965百万円）については、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており

ません。 

  

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 2,901 1,742 1,158

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 3,069 4,337 △1,268

合計 5,971 6,080 △109

区分 売却額(百万円)
売却益の合計額

(百万円)
売却損の合計額

(百万円)

株式 28 － －
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

共通支配下の取引等 

１ 子会社株式の株式追加取得 

(１) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引

の目的を含む取引の概要 

①結合当事企業の名称及びその事業の内容 

 
②企業結合日 

 
③企業結合の法的形式 

 少数株主からの株式買取 

④取引の目的を含む取引の概要 

当社子会社である㈱国興の少数株主より、所有株式売却の申し入れがあったため、当社で買い

取りすることにいたしました。 

  

(２) 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）に基づき、少数株主との取引として処理しております。 

  

(３) 子会社株式の追加取得に関する事項 

①取得原価及びその内訳 

 
②発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

 
  ⅱ発生原因 

追加取得した子会社株式の取得価額が当該追加取得に伴う少数株主持分の減少額を下回った

ことによるものであります。 

  ⅲ償却の方法及び償却期間 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）の早期適用によ

り、負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理しております。 

  

(企業結合等関係)

名称 ㈱国興

事業の内容 機械・工具・電子機器等の販売

株式みなし取得日 平成21年９月30日

現金及び預金 498百万円

ⅰ負ののれんの金額 151百万円
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２ 株式交換による㈱国興の完全子会社化 

(１) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引

の目的を含む取引の概要 

①結合当事企業の名称及びその事業の内容 

 
②企業結合日             平成22年２月１日 

③企業結合の法的形式 

  共通支配下の取引（株式交換による㈱国興の完全子会社化） 

④結合後企業の名称 

 
⑤取引の目的を含む取引の概要 

当社グループは、「攻めの経営」を機軸に、収益力の向上に向けた営業力の強化と一層のコス

ト削減など経営の効率化に取り組んでおります。 

当社は、変化の激しい経営環境のなか、当社連結子会社である㈱国興（当社の持株比率

85.09%）を完全子会社化し、両社のもつ経営資源を迅速かつ効率的に活用することができる体

制を構築することで、経営の効率化と営業力の強化を図ることができるものと判断し、株式交

換を行ったものであります。 

  

(２) 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）に基づき、少数株主との取引として処理しております。 

  

(３) 子会社株式の追加取得に関する事項 

①取得原価及びその内訳 

 
②株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

  ⅰ株式の種類及び交換比率 

 
(注)㈱国興の普通株式１株に対してユアサ商事㈱の普通株式25株を割当交付いたします。 

名称 ㈱国興

事業の内容 機械・工具・電子機器等の販売

名称 ㈱国興

  当社の普通株式 278百万円

  取得に直接要した支出 5百万円

  取得原価 284百万円

  ユアサ商事㈱
（株式交換完全親会社）

㈱国興
（株式交換完全子会社）

 普通株式 １ 25
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 ⅱ交換比率の算定方法 

当社は、本株式交換の株式交換比率算定にあたり、その公平性、妥当性を担保するため、第

三者機関に株式交換比率の算定を依頼し、市場株価法及びＤＣＦ法（ディスカウンティド・

キャッシュ・フロー法）による算定結果を参考とし、当事会社間で協議の結果、交換比率を

決定いたしました。 

  ⅲ交付株式数及びその評価額 

 
             （交付した株式数は、当社が保有する自己株式を充当いたしました。） 

③発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

 
  ⅱ発生原因 

株式交換比率の算定に際し、当社及び㈱国興の市場価格等を勘案した結果、㈱国興の追加取

得分の取得価額が当該追加取得に伴う少数株主持分の減少額を下回ったことによるものであ

ります。 

  ⅲ償却の方法及び償却期間 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）の早期適用によ

り、負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理しております。 

ⅳ企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該連結会計年度以降の会計処理方針

    該当事項はありません。 

ⅴのれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な

加重平均償却期間 

    該当事項はありません。 

  

交付した株式数 3,131,350株

交付した株式の評価額 278百万円

ⅰ負ののれんの金額 140百万円
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額、１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

 
  

  

  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 143円35銭 120円48銭

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額
（△）

7円43銭 △24円3銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 7円41銭 －

なお、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額について
は、潜在株式が存在するものの
１株当たり当期純損失であるた
め、記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成21年３月31日)
当連結会計年度

(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 32,319 26,724

普通株式に係る純資産額(百万円) 30,540 26,053

差額の主な内訳（百万円）

新株予約権 89 173

少数株主持分 1,689 497

普通株式の発行済株式数（千株） 231,558 231,558

普通株式の自己株式数（千株） 18,518 15,313

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（千株）

213,040 216,244

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）（百万円）

1,619 △5,133

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
（百万円）

1,619 △5,133

普通株式の期中平均株式数（千株） 218,102 213,634

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数(千株)

499 －

(重要な後発事象)
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リース取引、関連当事者情報、金融商品、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。 

(販売の状況）

部門別区分

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
 (自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

比較増減 
（△は減少）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 率（％）

産業機器 67,332 15.8 47,206 15.3 △ 20,126 △ 29.9

工業機械 99,486 23.3 41,922 13.6 △ 57,563 △ 57.9

管材・空調 71,249 16.7 59,186 19.1 △12,062 △16.9

住宅・建材 83,331 19.5 77,134 25.0 △ 6,196 △ 7.4

建設機械 26,662 6.3 21,522 7.0 △ 5,140 △ 19.3

エネルギー 43,861 10.3 32,092 10.4 △ 11,768 △ 26.8

その他 34,339 8.1 30,130 9.6 △4,209 △12.3

合計 426,262 100.0 309,196 100.0 △ 117,066 △ 27.5

(開示の省略）
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[5] 個別財務諸表 
 (1) 貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,297 20,350

受取手形 34,511 26,954

売掛金 61,049 56,764

たな卸資産 11,217 10,829

未収入金 5,864 5,115

短期貸付金 7,659 4,481

繰延税金資産 1,898 1,082

その他 1,337 902

貸倒引当金 △1,288 △830

流動資産合計 147,547 125,651

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,722 3,570

土地 7,707 7,716

リース資産（純額） 331 267

その他 383 474

有形固定資産合計 11,145 12,028

無形固定資産   

その他 1,575 1,535

無形固定資産合計 1,575 1,535

投資その他の資産   

投資有価証券 4,982 6,417

関係会社株式 10,320 11,039

長期金銭債権 4,271 4,445

差入保証金 2,692 2,731

繰延税金資産 8,973 5,724

その他 1,675 1,521

貸倒引当金 △1,258 △1,575

投資その他の資産合計 31,656 30,304

固定資産合計 44,377 43,867

資産合計 191,924 169,519
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 50,872 22,211

買掛金 43,692 57,356

短期借入金 32,187 33,187

リース債務 74 79

未払法人税等 125 100

預り金 16,448 15,402

賞与引当金 556 268

その他 1,819 1,783

流動負債合計 145,776 130,388

固定負債   

長期借入金 14,352 11,213

リース債務 258 192

その他 1,521 1,511

固定負債合計 16,132 12,918

負債合計 161,908 143,306

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,644 20,644

資本剰余金   

資本準備金 6,777 6,777

資本剰余金合計 6,777 6,777

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 5,671 540

利益剰余金合計 5,671 540

自己株式 △2,194 △1,814

株主資本合計 30,899 26,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △996 △134

繰延ヘッジ損益 24 25

評価・換算差額等合計 △971 △109

新株予約権 89 173

純資産合計 30,016 26,212

負債純資産合計 191,924 169,519
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 (2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 373,161 268,363

売上原価 351,711 253,062

売上総利益 21,449 15,300

販売費及び一般管理費 17,052 15,118

営業利益 4,396 182

営業外収益   

受取利息 1,258 869

受取配当金 576 1,400

その他 285 337

営業外収益合計 2,119 2,606

営業外費用   

支払利息 1,728 1,257

その他 489 440

営業外費用合計 2,217 1,698

経常利益 4,298 1,090

特別利益   

固定資産売却益 14 －

投資有価証券売却益 8 －

その他 28 －

特別利益合計 51 －

特別損失   

固定資産売却損 36 －

固定資産除却損 26 5

投資有価証券評価損 1,132 －

関係会社処理損 － 461

貸倒損失等 － 455

大量退職に伴う退職金等 － 1,003

その他 55 21

特別損失合計 1,250 1,947

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 3,099 △857

法人税、住民税及び事業税 48 64

法人税等調整額 1,548 3,477

法人税等合計 1,597 3,541

当期純利益又は当期純損失（△） 1,502 △4,398
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 (3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 20,644 20,644

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,644 20,644

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,777 6,777

当期変動額   

自己株式の処分 － △92

自己株式処分差損の振替 － 92

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,777 6,777

資本剰余金合計   

前期末残高 6,777 6,777

当期変動額   

自己株式の処分 － △92

自己株式処分差損の振替 － 92

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,777 6,777

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,838 5,671

当期変動額   

剰余金の配当 △669 △639

当期純利益又は当期純損失（△） 1,502 △4,398

自己株式処分差損の振替 － △92

当期変動額合計 833 △5,130

当期末残高 5,671 540

利益剰余金合計   

前期末残高 4,838 5,671

当期変動額   

剰余金の配当 △669 △639

当期純利益又は当期純損失（△） 1,502 △4,398

自己株式処分差損の振替 － △92

当期変動額合計 833 △5,130

当期末残高 5,671 540

自己株式   

前期末残高 △1,086 △2,194

当期変動額   

自己株式の取得 △1,108 △2

自己株式の処分 － 382

当期変動額合計 △1,108 380

当期末残高 △2,194 △1,814
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 31,174 30,899

当期変動額   

剰余金の配当 △669 △639

当期純利益又は当期純損失（△） 1,502 △4,398

自己株式の取得 △1,108 △2

自己株式の処分 － 289

自己株式処分差損の振替 － －

当期変動額合計 △275 △4,750

当期末残高 30,899 26,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △582 △996

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △414 862

当期変動額合計 △414 862

当期末残高 △996 △134

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △41 24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 66 0

当期変動額合計 66 0

当期末残高 24 25

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △623 △971

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △347 862

当期変動額合計 △347 862

当期末残高 △971 △109

新株予約権   

前期末残高 － 89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 89 84

当期変動額合計 89 84

当期末残高 89 173

純資産合計   

前期末残高 30,550 30,016

当期変動額   

剰余金の配当 △669 △639

当期純利益又は当期純損失（△） 1,502 △4,398

自己株式の取得 △1,108 △2

自己株式の処分 － 289

自己株式処分差損の振替 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △258 946

当期変動額合計 △533 △3,803

当期末残高 30,016 26,212
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該当事項はありません。 

  

  

  

  
  

 
  

 
  

 

(4) 継続企業の前提に関する注記

[6] その他

(1) 役員の異動（平成22年６月29日付）

１．新任取締役候補

新 役 職 名 氏  名 現 役 職 名

取締役
執行役員 海外事業推進担当 兼
ファクトリーソリューション本部長

 田 村 博 之
執行役員
海外事業推進担当 兼
ファクトリーソリューション本部長

２．新任監査役候補

新 役 職 名 氏  名 現 役 職 名

社外監査役（非常勤）  小田嶋 清  治 －

３．退任予定取締役

現 役 職 名 氏  名 退任後の役職名

取締役
相談役  白 石 勝 三 高顧問

常務取締役
執行役員 地域担当補佐  中 村 紘 一 顧問

４．退任予定監査役

現 役 職 名 氏  名 退任後の役職名

社外監査役（非常勤）  近 江   修 －
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平成22年６月29日開催の定時株主総会日以降の新経営陣は、以下のとおりとなる予定です。 

（取締役） 

 
（注）上記全取締役は執行役員を兼務 

（監査役） 

 
（注）髙谷進、小田嶋清治の両氏は社外監査役 

  

（執行役員） 

 

≪ご参考≫

代表取締役社長 佐  藤  悦 郎

常務取締役 経営管理部門統括 兼 輸出管理委員会委員長 澤  村  和 周

兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長

兼 内部統制委員会委員長

常務取締役 工業マーケティング事業本部長 鈴  木  通 正

兼 ㈱国興代表取締役会長

取締役 経営管理部門副統括 兼 財務部長 宮  崎  明 夫

取締役 地域担当 牧  野  恒 晴

取締役 建設事業統括 兼 ユアサヒラノ㈱代表取締役会長 平  野     正

取締役 建設第二マーケティング事業本部長 松  平  義 康

兼 ユアサＲ＆Ｓ㈱代表取締役会長

取締役 海外事業推進担当 田  村  博  之

兼 ファクトリーソリューション本部長

監査役（常勤） 井  上  周 司
監査役（常勤） 井  上     明
監査役（非常勤） 髙  谷     進
監査役（非常勤） 小田嶋 清 治

執行役員 建設第一マーケティング事業本部長 白  井  良 一

兼 ユアサプライムス㈱代表取締役会長

執行役員 静岡支店長 湯  淺  洋一郎

執行役員 中部支社長 吉  村  恭 一

執行役員 関西支社長 黒  木  逸 郎

執行役員 関東第一支社支社長 佐々田     朗

兼 関東第二支社支社長

執行役員 九州支社長 柳  井  啓治郎

執行役員 ユアサヒラノ㈱代表取締役社長 岡  田  清 孝

兼 ユアサ木材㈱代表取締役会長

執行役員 ユアサテクノ㈱代表取締役社長 高  橋  俊 雄

執行役員 東北支社長 石  黒      誠

執行役員 人事部長 下  田  正 樹

執行役員 関連事業部長 水  町  一 実

執行役員 中国支社長 松  澤  芳 徳

執行役員 北関東支社長 高  橋  喜 重

執行役員 機械エンジニアリング本部長 長谷川  勝 照

執行役員 建材本部長 津  田      悟

兼 建設第二マーケット本部長

執行役員 京都支店長 喜  吉  眞  三

執行役員 ユアサプライムス㈱代表取締役社長 秋 庭 良 夫

執行役員 建築設備本部長 田 中 謙 一

                                          以 上
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