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ユアサ商事グループは日本からアジアへ、アジア　から日本へ、「産業とくらし」を未来につなぎます。

■　産業機器部門
◦作業工具　◦切削工具　◦測定機器
◦制御機器　◦伝導機器　◦ロボット　◦梱包・包装機器
◦マテハン機器　◦MRO　◦ユーティリティ機器　
◦産業用太陽光発電システム　他

■　工業機械部門
◦工作機械　◦ソフトウェア　◦成形加工機　
◦鋼材加工機　◦鍛圧・板金　他

■　住設・管材・空調部門
◦水廻り住設機器　◦バルブ　◦管・継手　
◦冷暖房機器　◦ポンプ　◦照明　�
◦太陽光発電システム　◦給湯器
◦エネルギー管理システム
◦省エネコンサルティング　他

■　建築・エクステリア部門
◦エクステリア　◦外構資材　◦金属建材
◦建築金物　◦土木道路資材　◦景観資材　他

■　建設機械部門
◦土木・建築道路機械　◦動力源　◦溶接機　
◦発電機　◦コンプレッサー　◦建設小型機器　
◦水中ポンプ　◦高所作業車　◦仮設ハウス　他

■　エネルギー部門
◦石油製品　◦民生用燃料　◦船舶用燃料　
◦産業用燃料　他

■　その他部門
◦扇風機　◦加湿器　◦コタツ　◦調理家電　
◦木材製品　他

ユアサ商事グループの
ビジネスフィールド

エネルギー部門

エネルギーの安定供給を命題
に、重油や船舶用燃料の取扱
いをはじめ、ガソリン・灯油な
どの民生用燃料を、ガソリン
スタンドを通じ販売しておりま
す。また、自家発電や燃料転
換などの省エネ・省コスト提
案を行っております。

工業機械部門

機械設備を提案するだけでな
く、周辺装置・機器や情報シ
ステム等を組み合わせた提案
を行います。また、グローバ
ルに展開する製造業に対し、
国内外のネットワークにより、
持続発展可能な「モノづくり」
を支えています。

建設機械部門

道路舗装や土木工事に必要な
産業機械・資材の提案を行う
とともに、産業用レンタル商材
を販売しております。また、海
外市場に向け独自オークション
をさらに充実させるとともに、
日本製建設機械の輸出・販売
事業を行っております。

その他部門

ホームセンターや家電量販
店、大型スーパー向けに、
季節家電（扇風機・コタツ）
など季節商品の開発輸入・
販売を行っております。ま
た、世界各地より木材製材
品の輸入・販売を行ってお
ります。

住設・管材・空調部門

「エコハウス」や「エコビルディ
ング」の実現に向け、提案から
施工・メンテナンスまでトータ
ルにサポートいたします。また、
アジア市場に向け住環境に配
慮した日本品質の設備・機器
をコーディネートし、「くらし」
を提案いたします。

建築・エクステリア部門

ビルや戸建・マンション向けの建
築資材や公園や道路・橋梁向け
の景観・土木資材を設計から施
工まで一貫してサポートいたしま
す。また、屋上等の緑化提案を
推進するとともに、海外市場に
向け優れた日本製エクステリアの
輸出・販売を展開しております。

ユアサ商事は、創業以来347年の長い歴史を積み重ね、
機械と住宅の専門商社として『産業とくらし』の発展に貢献してまいりました。
現在は「海外」「環境」「消費財」を成長ドライバーとし、
日本から「アジアの『産業とくらし』に貢献する商社」へとステージを拡げ、
事業を展開しております。

産業機器部門

切削工具、制御機器、MRO
商品を、ロジスティクス・ネッ
トワークによりスピーディーに
供給いたします。また、省エネ
を実現するロジスティクス・シ
ステムなどにより、環境に優し
い「モノづくり」をトータルにサ
ポートいたします。
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▪2013年3月期　経営成績

2013年
3月期

6.0円

4.0円

2.0円

2012年
3月期

2011年
3月期

2010年
3月期

2009年
3月期

5.0円

3.0円

0.0円

3.0円

■期末
■中間

▎中期経営計画「NEXTAGE2014」
の達成に向けて

当期（2012年4月1日から2013年3月31日ま
で）は、中期経営計画「NEXTAGE2014」の2年
目として、計画の達成に向け、成長分野である
「海外事業」「環境事業」「消費財事業」の開拓と、
それらを支える「コア事業の収益拡大」「経営基
盤の強化」に全社一丸となって取り組みました。
この結果、当期の売上高は前期比0.9％増の
4,002億52百万円となりました。利益面につ
きましては、売上総利益の増加などにより、営

業利益は73億10百万円（前期比10.2％増）、経
常利益は78億27百万円（前期比16.6％増）とな
りました。当期純利益につきましては、52億

76百万円（前期比25.5％増）となり、最高益更
新となりました。
2013年3月期の配当につきましては、経常

利益、当期純利益が通期業績計画を上回る実績
となりましたことに加え、中期経営計画におけ
る3年間での平均連結株主還元率目標を25％と
させていただいておりますことから、期末配当
を1円増配の4円とし、中間配当2円と合わせた
年間の配当金を1株当たり6円とさせていただ
きました。今後も安定的・継続的な配当に努め
てまいります。
主要経営指標として掲げております自己資本

比率、ROA（総資産経常利益率）につきまして
は、自己資本比率は19.2％（前期比2.3ポイン
ト増）、ROAは4.0％（前期比0.4ポイント増）
となり、ともに改善いたしました。中期経営計
画の最終目標である、自己資本比率20％以上、
ROA5％以上を達成すべく、さらなる財務体質
の向上に取り組んでまいります。

▎中期経営計画最終年度に向けた
取り組み

今期（2013年4月1日から2014年3月31日ま
で）は、3カ年の中期経営計画「NEXTAGE2014」
の最終年度にあたり、業績計画の達成と、あら
ゆる事業部門において業界No.1の競争優位を

確立するため、「成長分野の開拓」「コア事業の
収益拡大」「経営基盤の強化」を基本方針とする
戦略的な諸施策に取り組んでまいります。
海外事業では、新設したインド、タイ、ベ
トナム、中国内陸部の拠点を活用し、生産財
の拡販に注力してまいります。環境事業では、
2013年3月に山口県平生町で完成したメガ
ソーラーの実証プラント「ユアサ商事平生メガ
ソーラーパーク」　　�を活用し、ソーラーの
部材調達から設計・施工・運営・保守管理まで
の一貫受注体制を強化するとともに、環境・省
エネ・節電機器の拡販を推進してまいります。
消費財事業では、季節家電や調理・生活家電に
加え、高機能ブランドの「YUASA�1＋」（ユアサ
ワンプラス）　　�製品の拡販や伸長している
ECサイトの拡充などに取り組んでまいります。
また、コア事業の収益拡大策として、今期も

「産業とくらしのグランドフェア2013」を全国
5拠点（関東・関西・中部・東北・九州）で開催
いたします。次世代のモノづくりに貢献する最
新鋭機器や環境・省エネ・省コスト機器の提案
展示に注力いたします。経営基盤強化の一環と
して取り組んでおります人材育成につきまして
は、「海外トレーニー制度」「環境インストラク
ター制度」等を通じ成長戦略を担う人材を計画
的に育成してまいります。

株主の皆さまへ

配当金の推移

キーワード

Pickup!

Pickup!

ユアサ商事平生メガソーラーパーク

「YUASA1＋」（ユアサワンプラス）

代表取締役社長

売上高 400,252百万円
前期比 0.9％増

営業利益 7,310百万円
前期比 10.2％増

経常利益 7,827百万円
前期比 16.6％増

当期純利益 5,276百万円
前期比 25.5％増

中期経営計画  最終年度へ。
目標達成に向け、邁進いたします。
中期経営計画 最終年度へ。
目標達成に向け、邁

ま い

進
し ん

いたします。

詳しくはP.9～P.10に特集を掲載。

詳しくはP.11～P.12に特集を掲載。

▎経常利益100億円の 
常態化に向け

今期の市場環境は、工業部門では生産の回復
や輸出環境の改善など明るい兆しがみられる�
とともに、住環境・建設部門では、再生可能エ
ネルギーの普及や「国土強靭化計画」「防災・減
災対策」に関連する資材の需要増など堅調な市
況の推移が予想されます。いずれの部門におい
ても景況変化に対応した諸施策の実行を通じ、
中期経営計画の最終目標である経常利益100億
円の常態化を達成すべく、邁進する所存でござ
います。
株主の皆さまにおかれましては、何卒相変わ
りませぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い
申しあげます。
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2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

2010年
3月期

2009年
3月期

2.4
△0.0

2.7
3.6

4.0

14.9

5.2

△18.1

11.9
 13.5

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

2010年
3月期

2009年
3月期

15.9
15.1

16.5 16.9

19.2

工業機械部門

21.8%

産業機器部門

16.6%

その他部門 6.8%

住設・管材
・空調部門

25.8%

建設機械部門 7.4%
建築・エクステリア部門 11.1%

エネルギー部門 10.5% ●�自動車及び半導体関連産業を中
心に工場稼働率が低下、また、
主力製品の需要も減少。

●�食品産業向けのマテハン関連機
器や、コンプレッサなどの節電・
省エネ関連機器は底堅く推移。

●�卸売機能強化策の取り組みの結
果、営業利益率改善。

●�復旧・復興需要や防災対策意識
の高まりにより、建設機械レン
タル業者の稼働率が上昇し、建
設機械需要が伸長。

●�油圧ショベル、ローラーなどの
土木・舗装機械や水中ポンプな
どの小型建設機械が伸長し、
14.9％の増収。

●�メガソーラー向けの外周フェン
スなどの需要が増加、物置・ガ
レージなども堅調に推移。

●�公共工事の増加に伴い、ガード
レールなどの土木・道路資材も
緩やかに回復したものの大きな
伸長には至らず、2.6％の増収。

●��海外では、北米の新規進出日系
企業や、東南アジアの日系自動
車業界への営業強化。

●��国内では、主導権を持った提案
営業を強化。

●��好況業種に的を絞った営業展開、
提案営業力の強化の結果、営業
利益額向上。

●�エコカーの普及や節約志向の高
まりなどにより、ガソリン・軽
油などの需要が低迷するなか、
東北地区の配送機能を強化する
など、販売量の増加に取り組む。

●�寒波の影響による灯油の販売拡
大や、新規顧客に対する重油・
潤滑油等の拡販に努めた結果、
0.3％の増収。

●��住宅や建築設備関連の設備投資
が持ち直すなか、全国のビル
ダー、工務店、サブコンの開拓
を推進。

●��「再生可能エネルギー固定価格買
取制度」の開始により、メガソー
ラーなどの産業用の需要が拡大。

●��ネットワークの強化、販売に注
力の結果、営業利益額向上。

●�「YUASA1＋」をはじめとするプ
ライベートブランド商品の強化
や、調理家電等の生活家電の品
揃えに注力するも、冬物季節家
電の販売が減少。

●�木材事業は、在庫評価減を伴う
販売戦略の見直しを行ったこと
から、売上、総利益ともに減少。

●�その他部門全体としては、8.8％
の減収。

▪セグメント別売上高構成比 産業機器部門 工業機械部門 住設・管材・空調部門

その他部門建設機械部門建築・エクステリア部門 エネルギー部門
売上高 444億 98百万円

前期比
2.6％増 売上高 294億 66百万円

前期比
14.9％増

売上高 665億 66百万円
前期比
3.3％減

売上高 421億 38百万円
前期比
0.3％増

売上高 873億 7百万円
前期比
0.5％減

売上高 271億 16百万円
前期比
8.8％減

売上高 1,031億 58百万円
前期比
3.8％増

セグメント別の概況

2013年度決算のポイント

決算ハイライト さらにくわしい情報は http://www.yuasa.co.jp/ir/index.html にアクセスしてください。

ユアサ商事 IR

1 2 3Point Point Point

工業部門（産業機器、工業機械）は減収となっ
たものの、住環境・建設部門（住設・管材・
空調、建築・エクステリア、建設機械、エ
ネルギー）は全て増収となり売上高は増収。

利益率の向上と借入金の減少による営業外
収支の改善により、営業利益、経常利益が
増益となり、当期純利益については最高益
を更新。

中期経営計画で主要経営指標として掲げて
おります自己資本比率、ROA（総資産経常
利益率）についてはともに改善。

▎当期純利益 [単位 百万円]

▎営業利益 [単位 百万円]▎売上高 [単位 百万円]

▎ROE・ROA [単位 ％]

▎経常利益 [単位 百万円]

▎自己資本比率 [単位 ％]

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

2010年
3月期

2009年
3月期

396,732
355,910

309,196

426,262

400,252

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

2010年
3月期

2009年
3月期

4,202
3,293

△5,133

1,619

5,276

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

2010年
3月期

2009年
3月期

6,634

4,899

204

5,559

7,310

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

2010年
3月期

2009年
3月期

6,714

4,691

△87

5,115

7,827

■ ROE
■ ROA
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2011年3月期実績 2012年3月期実績 2013年3月期実績 2014年3月期計画

売上高 355,910 396,732 400,252 420,000
営業利益 4,899 6,634 7,310 9,100
経常利益 4,691 6,714 7,827 9,500
当期純利益 3,293 4,202 5,276 5,300

環境事業戦略

産業とくらし
「グランドフェア」を5カ所で開催！

海外トレーニー制度スタート
若手社員を海外拠点へ

消費財事業戦略
当期は、成長が見込まれておりますインド、ベ

トナム、タイ、中国内陸部において新規の営業拠
点を開設するなど、来るべき需要回復期に向けた
布石を着実に打ってまいりました。
今期につきましては、業容が拡大しております

タイの現地法人を連結に含めるとともに、日系企
業の進出が著しいメキシコへの現地法人設立を予
定するなど、北米や東南アジアでの生産財販売を
拡大してまいります。

節電・省エネ・省コスト型の生産設備や住環境
機器の販売に注力するとともに、太陽光発電シス
テムの売上高が住宅用、産業用ともに大きく伸長
いたしました。今期につきましては、市場が拡大
しておりますソーラー事業において、当社グルー
プEPC（設計・調達・建設）機能をさらに強化し、
遊休地などへの太陽光発電提案を強化してまいり
ます。

2012年4月に新ブランド「YUASA�1＋」（ユア
サワンプラス）シリーズの発売を開始するととも
に、節電需要に対応した扇風機などの季節商品の
販売を強化いたしました。今期につきましては、
調理家電や生活家電のラインナップを拡充すると
ともに、順調に伸長しておりますECサイトでの
販売において商品アイテム数を拡大してまいりま
す。

海外事業・環境事業・消費財事業を成長
ドライバーに成長分野を開拓しつつ、既存
コア事業の一層の機能強化や収益力強化を
行います。また経営基盤として「組織力・
情報力・人材力」を強化してまいります。

産業とくらし分野の専門展示会「グランドフェア」
を、関東を皮切りに東北、中部、九州、関西の順に
開催いたします。本展示会では、次世代のモノづく
りに貢献する最新鋭の機械・設備機器の提案展示に
注力するとともに、節電・省エネ関連の提案展示ゾ
ーンを設け、最新の省エネ機器のご紹介からメガソ
ーラーのご相談まで、お客様のご要望にワンストッ
プでお応えしてまいります。

経営基盤の強化の一環として、「海外トレーニー
制度」「環境インストラクター制度」等を通じ、成長
戦略を担う人材を計画的に育成しております。「海
外トレーニー制度」については、海外勤務を希望す
る20代後半の社員を毎年選抜の上、当社の海外事業
所に1年間派遣しております。「環境インストラクタ
ー制度」では、各部門
ごとに、環境・省エネ・
省コスト事業を推進す
る専門家を育成してお
り、節電・省エネ提案
や産業用ソーラー提案
を強化しております。

▪主要経営指標　（単位：％） ▪株主還元の充実　（単位：％）

▪NEXTAGE2014基本方針

▪連結定量目標　（単位：百万円）

海外事業戦略

2013年3月に竣工したメガソーラーのテストプラント「ユ
アサ商事平生メガソーラーパーク」。実発電量や経年変化�
などについての分析・検証を行います。

昨年の「グランドフェア」に出展した「YUASA�1+」商品

昨年のグランドフェアの様子

海外で実務研修を行う
海外トレーニー制度

【中国】2012年7月～
・合肥分公司新設

【メキシコ】2013年8月予定                           
・メキシコ現地法人

【インド】2012年8月～
・バンガロール支店新設

【ベトナム】2012年11月～
・ハノイ支店新設

【タイ】2013年4月～
・タイ現地法人連結化
・シーラチャ支店を新設

【マレーシア】2012年4月
・マレーシア駐在員事務所新設

海外取扱高（単位：億円）

環境機器売上高（単位：億円） 消費財売上高（単位：億円）自己資本の充実
自己資本比率を20％以上へ

資産効率の向上
ROAを5％以上へ

連結株主還元率を
3年間平均で25％へ

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

2.7
3.6 4.0

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

19.7

25.8 24.8 8％
11％

15％
2011.3

2013.3

2014.3

（計画）

2011.3 2012.3 2013.3 2014.3
（計画）

450

300
50

72
150

230 260

20
30

275

40

377
99
31

284

414

2011.3 2012.3 2013.3

200

140

182 175

2014.3
（計画）

海外取扱比率

2011.3 2012.3 2013.3 2014.3
（計画）

630

300
440 445

中期経営計画「NEXTAGE 2014」目標達成に向け、ラストスパート

経営基盤の
強化

コア事業の
収益拡大

11％
2012.3

■太陽光発電
■工場ユーティリティ
■その他環境機器

日本から「アジアの『産業とくらし』に貢献する
商社」へとステージを拡げ、あらゆる事業部門
において業界No.1の競争優位を確立します。

＜第134期以降に新設した拠点＞

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

16.5 16.9
19.2

成長分野の
開拓

成長分野の
開拓

◦海外事業戦略
◦環境事業戦略
◦消費財事業戦略

経営基盤の
強化

◦組織力強化
◦情報力強化
◦人材力強化

コア事業の
収益拡大
◦機能強化
◦収益力強化

7 8



お客様へのより良い提案のために—。  省エネ診断から導　入・メンテナンスまで一貫体制を強化。
エネルギー使用量の把握・分析から太陽光発電モジュール・システムの選定、
電気工事・建築工事を含めたトータル施工力で、導入後のアフターフォローまで一貫　してサポートいたします。

遊休地をいかす！
ユアサ商事グループの
太陽光発電システム

特集

2012年7月より「再生可能エネルギー固定
価格買取制度」がスタートいたしました。
当社は省エネルギー診断から太陽光発電モ
ジュール・システムの選定、電気設備・建
設工事を含めたトータル施工力で、導入後
のアフターフォローまで一貫してサポート
いたします。
メガソーラーの取り組みについてご紹介い
たします。

「産業とくらし」を未来へつなぐ太陽光発電システム

メガソーラーとは、1,000KW以上の出力を持つ大規模な太陽光発電システムのことです。

メガソーラー

再生可能エネルギーが私たちの「くらし」を支えるエネルギーの柱のひとつになるよう育
てるための制度として、2012年7月1日にスタートした制度です。
再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電

気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付けています。
電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した再生可能エネルギー賦課金に

よってまかなわれます。

再生可能エネルギー固定価格買取制度

ユアサ商事平生メガソー  ラーパークが運転開始！

海に面した過酷な環境で20年間
の発電事業を行うことで、経年
変化によるモジュールやシステ
ム機器への影響について評価・
分析を行います。

国 内 外 3 社 の モ ジ ュ ー ル 
（多結晶・CIS）を採用し実発電量
を測定することで、朝・夕の発
電量の変化や、経年劣化による
実発電量の調査を行います。

今後のソーラー普及に伴うセ
キュリティー対策や、メンテナ
ンスコスト低減に向けた防草対
策のため、必要な建設資材（防犯
フェンス、防草資材他）を採用し、
その効果について検証します。

「イナバ富岡メガソーラー」を
設計・施工・引渡しまで
一貫してサポート!

当社の重要取引先である株式会社稲葉製作所様は、群馬県富岡市にある自
社工場建設予定地の一部を活用して、出力約2メガワットの「イナバ富岡メガ
ソーラー」を建設されました。設計・施工は当社グループが請け負い、地元企
業様とともに引渡しまで一貫してサポートしてまいりました。発電された電力
は「再生可能エネルギー固定価格買取制度」を活用して全量売電されています。

当社グループの建設施
工責任者が見積り対応
のための現地調査を行
います。

塩害対策を施した架台。 国内外3社のモジュールの実発電量
テストを行います。

防犯カメラ付防犯フェンス。

お客様のニーズに合わせ
た綿密な投資回収シュミ
レーションやリース提案
もあわせて行います。

お客様のプランに合わせ
て、太陽光モジュールや
パワコン、その他機器の
最適提案を行います。

全体施工計画の作成、各
種法令対応、施工管理、
付帯工事（周囲のフェンス
等）を行います。

引渡し後の保守・メンテ
ナンス等のアフターフォ
ローまで一貫してサポー
トいたします。

導入事例

調達調査 施工設計・シュミ
レーション

保守点検・アフ
ターメンテ

2013年3月末、山口県熊毛郡平生町に「ユアサ商事平生メガソーラーパーク」 が竣工いたしました。
発電した電力は、再生可能エネルギー固定価格買取制度を利用して、2013 年7月から全量売電を行う予定です。

イナバ富岡メガソーラー概要
所在地�：群馬県富岡市蚊沼（株式会社稲葉製作所富岡工場建設予定地の一部）
敷地面積�：約3万㎡
出力規模�：約2メガワット
年間予想発電量�：約225万kWh/年（一般家庭約600世帯分の年間電力消費量に相当）

1Point 2Point 3Point

Key Word

ユアサ商事平生
メガソーラーパークの概要

所在地�：山口県熊毛郡平生町
大字曽根（向井原沖団地内）
敷地面積�：1万8,000㎡
出力規模�：約1.2メガワット
（モジュール枚数5,500枚）
年間予想発電量�：（初年度）約
143万kWh/年� 一般家庭約
400世帯分の年間電力消費量
に相当
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快適なライフスタイルを　演出する

空気の循環効率を上げる
DCサーキュレーター YCL-D203PR

省エネ＋機能性を備えたDCハイリビング扇風機
YUASA 1+ YT-D3407NFRS WH

ユアサワンプラス

省エネ

快適・涼風

使いやすい

安心

DCモーターを採用し、消費電力を約50％削減。
（当社従来比）

業界初の32段階風量切替で利用シー
ンに合わせたベストな風量を本体・
リモコンのジョグダイヤルで選択い
ただくことができます。

ガードに触れると自動運転停止するタッチSTOPセン
サーや、チャイルドロックの他、運転開始後8時間で�
自動OFFするタイマーが付いています。

起床、就寝に合わせてタイマーを設定、また、
通常の5枚羽根ではなく、7枚羽根にすることで、
より自然な風を送ります。

1Point

3Point

2Point

4Point

多用途1Point
冷暖房との併用、室内干しの乾燥、空気の入れ換え等、季節を問わず
様々な用途にお使いいただけます。

らくらくリモコン3Point
本体の操作と同じ操作ができます。
本体から少し離れても運転の認識ができます。

多機能2Point
8段階風量切り替えや上下約90°、左右約60°の
自動首振りで効率よく空気の循環ができます。

クローズアップ
Close Up

「YUASA 1+」は、これまでに培った
家電分野の商品開発力をベースに、
機能性、デザイン性、価値をプラスした
家電を提供する新ブランドとして
スタートいたしました。

「実質価値＋α＝YUASA 1＋」：必要な機能だけ
が付いて、日々の生活が少し快適になる家電。「な
じみやすいデザインと使いやすい機能」を持った
家電を提供する新ブランド。

本サイトでは、扇風機を中心とする「家電」「ガー
デン・DIY」「雑貨」「美容・健康」「インテリア」「ス
ポーツ・アウトドア」「住宅設備」の各カテゴリー
で商品を販売しております。是非ご覧ください。

「YUASA 1+」とは

楽天市場
「ユアサeネットショップ」を展開

http://www.rakuten.ne.jp/gold/yuasa-p/

ユアサのeコマース

●電子レンジ

上下
約90°

左右
約60°

コンパクト
重量約2.7kgと軽量なので、置く場所を問わず気軽にお使いいただけます。

4Point

簡単に本格的なパンが作れるホームベーカリーやオーブントースター。
毎日のお料理がちょっと楽しくなる調理家電が揃っています。

キッチン家電も充実!

上下左右に
自動首振り
をします。

●オーブンレンジ

●オーブントースター

●ホームベーカリー

●ホームシーラー
●炊飯ジャー ●ミキサー
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▪会社概要

▪ユアサ  グローバルネットワーク

商 号 ユアサ商事株式会社

YUASA�TRADING�CO.,LTD.�

本 社 東京都中央区
日本橋大伝馬町13番10号�

創 業 1666年（寛文6年）3月�

設 立 1919年（大正8年）6月25日�

資 本 金 20,644百万円�

従業員数 1,574名（連結）820名（単体）�

日 本中 国

大連

天津

上海
蘇州

合肥

台 湾
広州

マレーシア

フィリピンタイ

ベトナム

インドネシア

深　

 香港インド

米 国
　YUASA-YI, INC.
　YUASA-YI, INC.シンシナティ支店
　

ドイツ
　YUASA TRADING DEUTSCHLAND GMBH

インドネシア
　PT. YUASA SHOJI INDONESIA
インド
　YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED
　YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED
　バンガロール支店

メキシコ
　YUASA-YI, INC.メキシコ駐在員事務所

　

　駐在員事務所　　現地法人

中国
　 湯浅商事（上海）有限公司
　 湯浅商事（上海）有限公司大連事務所
　 湯浅商事（上海）有限公司天津事務所
　 湯浅商事（上海）有限公司蘇州事務所
　 湯浅商事（上海）有限公司広州事務所
　 湯浅商事（上海）有限公司合肥事務所
　 國孝（香港）有限公司
　 深圳国孝貿易有限公司

台湾
　YUASA TRADING (TAIWAN)CO.,LTD.
　YUASA TRADING (TAIWAN)CO.,LTD.タイチュン支店

フィリピン
　YUASA TRADING （Philippines）Inc.

タイ
YUASA TRADING（THAILAND）CO.,LTD.
YUASA TRADING（THAILAND）CO.,LTD. 
シーラチャ支店

ベトナム
YUASA TRADING VIETNAM CO.,LTD.
YUASA TRADING VIETNAM CO.,LTD.　ハノイ支店

マレーシア
マレーシア駐在員事務所
YUASA MECHATRONICS (M) SDN. BHD.
NICHI-MA SEIKO REMANUFACTURING (M)SDN. BHD.

　

　 

発行可能株式総数………………………… 400,000,000株
発行済株式総数…………………………… 231,558,826株

（自己株式12,135,032株を含む）
株主数……………………………………………… 14,802名

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 16,945 7.72

ユアサ炭協持株会 6,500 2.96

東部ユアサやまずみ持株会 6,123 2.79

西部ユアサやまずみ持株会 6,036 2.75

株式会社三井住友銀行 5,943 2.70

株式会社森精機製作所 5,849 2.66

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 5,657 2.57

ダイキン工業株式会社 4,520 2.05

TOTO株式会社 4,080 1.85

オークマ株式会社 3,981 1.81

1.千株未満は切り捨てて表示しております。
2.�持株比率については、自己株式を控除して算出し小数点第3位以下は切り捨
てて表示しております。
3.�当社は自己株式12,135千株を保有しておりますが、上記の大株主から除い
ております。
4.�上記信託銀行持株数のうち、当該信託銀行の信託業務に係る株式数は、次
のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）� 16,945千株
日本マスタートラスト信託銀行（株）� 5,657千株

▪大株主 （上位10名）

▪株式の状況

主要連結財務データ 会社概要／株式情報（2013 年 3月 31日現在）

▪取締役及び監査役（2013年6月27日現在）
科　　目 2009年

3月期
2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

2013年
3月期

2014年3月期
（通期見通し）

経営成績（百万円）

売上高 426,262 309,196 355,910 396,732 400,252 420,000

営業利益 5,559 204 4,899 6,634 7,310 9,100

経常利益（△損失） 5,115 △87 4,691 6,714 7,827 9,500

当期純利益（△純損失） 1,619 △5,133 3,293 4,202 5,276 5,300

財務状況（百万円）

総資産 191,999 172,268 178,084 195,440 196,740 ―

純資産 32,319 26,724 30,205 33,821 38,669 ―

キャッシュ・フロー（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,598 △1,539 10,958 11,602 5,729 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,362 △1,611 △715 △724 △3,329 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,945 △3,301 △7,669 △6,440 △4,323 ―

現金及び現金同等物の期末残高 29,255 22,959 25,654 30,447 28,696 ―

1株当たりデータ（円）

1株当たり当期純利益（△純損失） 7.43 △24.03 15.22 19.37 24.21 ―

1株当たり純資産 143.35 120.48 135.73 151.91 172.81 ―

1株当たり配当金（年間） 3.0  0.0  3.0  5.0  6.0  6.0 

主要経営指標（％）

総資産経常利益率（ROA) 2.4 △0.0 2.7 3.6 4.0 ―

自己資本当期純利益率（ROE） 5.2 △18.1 11.9 13.5 14.9 ―

自己資本比率 15.9 15.1 16.5 16.9 19.2 ―

配当性向 40.4 ― 19.7 25.8 24.8 24.7

代表取締役社長 佐藤　悦郎 
代表取締役専務取締役�経営管理部門統括
兼�地域グループ担当
兼�輸出管理委員会委員長
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�

澤村　和周

専務取締役�工業マーケット事業本部長
兼�(株)国興代表取締役会長 鈴木　通正
常務取締役�経営管理部門副統括�兼�財務部長 宮崎　明夫
常務取締役�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
常務取締役�住環境マーケット事業本部長
兼�建設事業統括
兼�ユアサプライムス(株)代表取締役会長

白井　良一
取締役�建設マーケット事業本部長 松平　義康
取締役�関連事業部長 水町　一実
取締役�機械エンジニアリング本部長 佐野木晴生
取締役（社外） 灰本　栄三
監査役（常勤） 井上　　明
監査役（常勤） 土屋　史郎
監査役（社外） 小田嶋清治
監査役（社外） 鶴田　　進
（注）社外取締役を除く全取締役は執行役員を兼務しております。
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単元未満株式（1,000株未満の株式）をお持ちの株主さまへ
　当社株式は、証券市場での取引は1,000株（1単元）単
位となっており、単元未満株式（1～999株）を証券市場
で売買することはできません。当社は単元未満株式の
買増制度を導入いたしております。この制度は、1単元
（1,000株）に不足する株式を買増して、1,000株単位
にまとめることができるというものです。また、
1,000株に満たない株式を当社で買取らせていただく
単元未満株式の買取制度につきましても、これまでど
おりご利用が可能です。
　また、単元未満株式の買取・買増にかかる手数料は
無料となっておりますので当制度のご利用をご検討く
ださい。ただし、証券会社において取次手数料などが
かかる場合がございますのでお取引の証券会社にお問
い合わせください。

この報告書は植物油インキを
使用して印刷しています。

株主メモ

事　業　年　度 4月1日から翌年3月31日まで

期 末 配 当 金
受領株主確定日 3月31日

中 間 配 当 金
受領株主確定日 9月30日

定時株主総会 毎年6月

株主名簿管理人

特 別 口 座 の
口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL.0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

公 告 の 方 法 �電子公告により行う
公告掲載URL
http://www.yuasa.co.jp/ir/index.html
（ただし、電子公告によることができない
事故、その他のやむを得ない事由が生じた
ときは、日本経済新聞に公告いたします。）

（1）株主さまの住所変更、単元未満株式の買取請求・買増請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座
管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人
（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

（2）特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記
特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。

ご注意

今年で創業347年目を迎える当社は、上場会社の中では、9番目※に古い
歴史をもっています。それを象徴するのが、この絵馬。制作されたのは、
今から200年近く遡った19世紀前半と推定されています。当社「炭屋」の店
先を中心に、日本橋、人形町方面の町並みや、見物の人々の賑わいが描かれ、
当時の繁盛ぶりをよく示すものとなっています。しばらくの間行方不明と
なっていましたが、1980年頃京都で発見され修復された後、本社に保管、
現在は、江戸東京博物館にお預けしています。写真は、そのレプリカですが、
実物は230cm×160cmで、大人が大の字で寝ころべるほどの大きさです。
※炭屋は当社の「屋号」です。
※東京証券取引所に上場している中では7番目

絵馬 炭屋※店頭神田祭礼図
拝見!
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