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代表取締役社長

株主の皆さまへ

◆中期経営計画「NEXTAGE2014」の達成に向けて
　当第2四半期（2012年4月1日から2012年9月30
日まで）は、中期経営計画「NEXTAGE2014」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、当第2四半期の売上高は前年同四半期比
5.0%増の1,923億91百万円となりました。利益面につ
きましては、営業利益が32億33百万円（前年同四半期
比27.3%増）、経常利益は34億73百万円（前年同四半
期比37.2%増）、当四半期純利益は20億62百万円（前

年同四半期比40.1%増）の増収・増益となりました。
　2013年3月期の配当につきましては、当初の予定ど
おり中間配当金を1株当たり2円とさせていただきまし
た。期末配当金につきましても当初どおり1株当たり3
円を予定しており、中間配当金（1株当たり2円）を含め
た年間配当金は、前年と同額の年間5円を予定しており
ます。

◆成長3分野で拡がるチャンスの取り込み
　今期（2012年4月1日から2013年3月31日まで）は、
3カ年の中期経営計画の2年目にあたり、あらゆる事業
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部門において業界No.1の競争優位を確立するための
重要な年と位置づけております。
　海外事業では、今年7月に中国内陸部への展開を目
的として安

あん
徽
き

省合
ごう

肥
ひ

市に新拠点を設立、また工作機械
販売拡大を目的に、今年8月にはバンガロール市にイン
ド国内2番目の拠点を設立いたしました。今後も引き続
き、海外の設備投資動向を見据え、東南アジアへの生
産拠点の移転に伴う需要を取り込んでまいります。
　環境事業では、メガソーラーを含めた産業用ソーラー
の分野に注力してまいります。この度、山口県熊

くま
毛
げ

郡平
ひら

生
お

町の自社所有地にメガソーラーの建設（約1.2メガ
ワット）を決定いたしました。また、当社の重要取引先様
による群馬県富岡市でのメガソーラー建設計画（約2メ
ガワット）につきましても、当社にご発注をいただきまし
た。設計・調達・施工・アフターメンテナンスまでを一貫し
てご提案できる機能を強化し、本事業をさらに拡大して
まいります（05頁～06頁ご参照）。
　消費財事業では、家電新ブランド「YUASA 1+」（ユ
アサワンプラス）や生活家電、調理家電など商品ライン
ナップを拡大するとともに、現在伸長しておりますECサ
イトでの販売についても商品アイテム数を拡大し強化

いたします。
　また、コア事業の収益拡大として、「産業とくらしのグ
ランドフェア2012」を全国5拠点（関東・関西・中部・九
州・東北）で実施し、受注実績、ご来場者数ともに当初目
標を達成することができました。また、経営基盤の強化
として取り組んでおります人材育成につきましても、「環
境インストラクター制度」「海外トレーニー制度」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。

◆景況変化への対応に向けて
　当期（2012年10月1日から2013年3月31日まで）
の市場環境は、工業部門は国内外の設備投資の減速
が予想される一方、住環境・建設部門は再生可能エネ
ルギーの普及や東日本大震災以降の防災・減災需要の
増加、節電ビジネスの拡大等により、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「徹底した攻め」による営業展開と「徹底した守
り」による営業管理と冗費削減を行ってまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、何卒変わらぬご支
援、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

当第2四半期の連結業績

売  上  高 1,923億91百万円
（前年同四半期比5.0％増）

経常利益 34億73百万円
（前年同四半期比37.2％増）

営業利益 32億33百万円
（前年同四半期比27.3％増）

四半期純利益 20億62百万円
（前年同四半期比40.1％増）
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　当社は2011年4月から中期経営計画「NEXTAGE2014」
をスタートしております。本中期経営計画では、これまでの

「拡大・成長への体質転換」を踏まえ、ユアサ商事グループ

が日本から「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 
競争優位を確立することを目指しております。

「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、
競争優位を確立します

● 海外事業戦略
● 環境事業戦略
● 消費財事業戦略

成長分野の開拓

● 機能強化
● 収益力強化

コア事業の
収益拡大 ● 組織力強化

● 情報力強化
● 人材力強化

経営基盤の強化

「NEXTAGE2014」の基本方針 連結定量計画
これまでの「拡大・成長への体質転換」を踏まえ、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、業界No.1の競争優位を確立します。

売上高5,000億円、経常利益100億円を目指します。
（単位：百万円）

2012年
3月期実績

2013年
3月期業績予想
（11/2発表）

2014年
3月期計画

売上高 396,732 410,000 500,000

営業利益 6,634 7,500 11,300

経常利益 6,714 7,500 10,800

当期純利益 4,202 5,000 7,000

Column

　中期経営計画の「経営基盤の強化」の一環として「環境インストラクター制度」「海外トレーニー
制度」等を通じ成長戦略である環境事業や海外事業を担う人材を計画的に育成しております。

「環境インストラクター制度」については、部門ごとに環境・省エネ・省コスト提案ができる専門家を
育成しており、今後は産業用ソーラーなどの事業拡大のために、更に人材育成を強化してまいりま
す。「海外トレーニー制度」とは、国内人材の海外へのシフトに向けて、入社3年目以上の社員が海
外拠点で専門教育を受ける制度で、2012年4月より海外拠点への派遣がスタートしております。

経営基盤の強化に向けた取り組み

節電・省エネ提案に向けた環境インストラクターによる現
地調査の様子。

中期経営計画「NEXTAGE2014」
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　2012年7月には中国内陸部に進出する日
系工場ユーザー様の開拓を目的として安

あ ん

徽
き

省
合
ご う

肥
ひ

市に拠点を設立いたしました。またインド
の自動車・自動二輪車関連産業などへの工作
機械販売拡大を目的に、2012年8月にバンガ
ロール市にインド国内2番目の拠点を設立い
たしました。今後も、海外の設備投資動向を見
据え、タイなどの東南アジアへの生産拠点の
移転に伴う需要を取り込んでまいります。

　昨年からの全国的な節電要請を受け、省
エネ型工作機械やロボット、モーター等の
生産設備や、ルームエアコンなどの省エネ
住宅設備の販売に注力しました。また、太陽
光発電システムの販売は、競争激化により
販売価格が下落しております。今後は、メガ
ソーラーを含めた産業用ソーラーの分野に
おいても設計・調達・施工・アフターメンテナ
ンス込みの受注活動に注力してまいります。

　高機能家電の新ブランド「YUASA 1＋」（ユア
サワンプラス）の発売により扇風機などの季節
家電の販売が伸長いたしました。LEDシーリン
グライトや調理家電など商品ラインナップの拡
大を急ぐとともに、現在伸長しておりますECサ
イトでの販売についても商品アイテム数を拡大
し強化いたします。

成長3分野の開拓に向けて ～海外市場・環境市場・消費財市場～

※地図の他に米国（シカゴ、シンシナティ）、メキシコ、ドイツに拠点がございます。

【インド】2012年8月～
・バンガロール支店新設

【中国】2012年7月～                           
・合肥分公司新設

海外市場の開拓
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「YUASA 1＋」　リビングDCファン
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ユアサ商事グループの
産業用ソーラー発電事業
～地域とともに歩む～

特
集 山口県

　当社は山口県熊
くま

毛
げ

郡
ぐん

平
ひら

生
お

町
ちょう

に保有する自社所有地（面
積約1万8千㎡）に出力約1.2メガワットの「ユアサ商事平
生メガソーラーパーク」を建設し、発電事業に参入いたし
ます。本事業は当社グループのユアサクオビス株式会社と
ともに、設計・施工から竣工後の運営までを当社グループ
で一貫して手掛け、2013年4月の運転開始を目指してお
ります。発電所の建設及び運営については平生町ととも
に取り組み、発電所全体を見渡せる展望デッキの設置や
発電量の「見える化」を行なうことで、太陽光発電所の
ショーケースとして地域の皆さまとともに再生可能エネル
ギーの創生に取り組んでまいります。

「ユアサ商事平生メガソーラーパーク」の概要
敷地面積 約1万8千㎡

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

運転開始 2013年4月～

太陽電池モジュール パナソニック製（多結晶）、カナディアンソーラー製
（多結晶）、ソーラーフロンティア製（CIS化合物）

設計・施工・保守管理 ユアサクオビス株式会社、地域関連事業者

事業期間 20年間

　平生町は、瀬戸内海に面した室津半島の西側に位置し、気
候は年間を通じて雨の少ない瀬戸内海性気候に属しており、
日照時間が長いという利点があります。2004年には町内にあ
る大星山に風力発電所が1基、2009年には6基の風力発電所
が建設され、再生可能エネルギーの普及に早くから取り組んで
います。また、町独自の栽培基準に沿った農作物の栽培や、平
生湾で生息している絶滅危惧種「カブトガニ」の保護活動など、
環境に優しい街づくりをすすめています。

山口県熊毛郡平生町のご紹介

「ユアサ商事平生メガソーラーパーク」完成予想図

熊毛郡平生町
「ユアサ商事平生メガソーラーパーク」
建設予定地



06

　地域ぐるみで再生可能エネルギーの普及に取り組む平生町と当社
グループは、「メガソーラーパーク建設に伴う企業進出協定」を結
び、地元企業様のご協力を得ながら、建設工事・竣工後の運営を
行ってまいります。竣工後は、地域の皆さまにメガソーラー発電所
を身近に感じていただける場として、公開させていただく予定です。

　本事業では国内外3メーカーの太陽電池モジュールを使用すると
ともに、建設予定地が瀬戸内海に面していることから塩害対策を施
した架台や電気設備を採用し、データを収集・分析することで、今後の
再生可能エネルギーの普及に向けた提案活動に役立ててまいります。

2012年10月25日に山口県平生町役場にて開催された「メガソーラーパーク建設に
伴う企業進出協定調印式」にて、当社佐藤社長から平生町山田町長にメガソーラー
パークの完成予想図を進呈いたしました。

「ユアサ商事平生メガソーラーパーク」基本方針

平生町との共生

再生可能エネルギーの普及に向けて

株式会社稲葉製作所「イナバ富岡メガソー
ラー」建設を一貫してサポート

　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」を建設いた
します。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す。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」
を活用して売電される予定です。

「イナバ富岡メガソーラー」の概要
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700世帯分の年間電力消費量に相当

2012年10月26日群馬県富岡市役
所記者会見にて。
左から当社佐藤社長、株式会社稲葉
製作所稲葉社長、富岡市岡野市長。

「イナバ富岡メガソーラー」完成予想図
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Topics 01

　当社グループのユアサプライムス株式会社は、
2012年4月に季節家電や生活家電の高機能ブラ
ンド「YUASA 1+」を立ち上げました。業界初の32

段階風量切り替えができる超省エネ型扇風機を皮
切りに、2012年8月には、同ブランドより「LED
シーリングライト」の発売を開始しました。12段階
の調光・調色が可能で部屋の雰囲気や時間帯に合
わせて生活を鮮やかに演出します。
　また、調理家電の品揃えを拡大しており、角型
パンが一度に4枚焼けるオーブントースターや白
米、玄米、おかゆまで炊けて早炊きもできるマイコ
ン炊飯ジャーなどを豊富に取り揃えております。
　ユアサプライムス株式会社の商品は、全国の主
な家電量販店、ホームセンター、または「ユアサe
ネットショップ」でお買い求めいただけます。

「ユアサeネットショップ」で
お買い求めいただけます。

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

YUASA 1＋

LEDシーリングライト

キッチン調理家電

オーブンレンジ

オーブントースター

電子レンジ

マイコン炊飯ジャー

ベーカリー

ミル付き
ジュース
ミキサー

パスタメニュ
ーでうどん

を作ったり、
余ったご飯

を使ってパン
も焼けます

角形パンが一度に4枚焼けます

白米・早炊き・玄米・
おかゆまで炊けます。

トピックス

家電ブランドを拡充しました
～新ブランド「YUASA 1+」（ユアサワンプラス）&キッチン調理家電～
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Topics 02

Topics 03

　グランドフェアは当社の販売先様の会である「やまずみ会」が主催し、当社
の仕入先様の会である「炭協会」が協賛で開催される展示会で、今年で35
回目を迎えました。2012年7月から10月までの期間に、関東、関西、中部、
九州、東北の5拠点で開催されたグランドフェアは、テーマを「クールアース
チャレンジ！－いま歩き出す、産業とくらしの新しいカタチへ。」とし、工場・ビ
ル・住宅・建設現場等、各シーンに合わせた省エネプランを提案いたしました。
また、「節電・省エネ・施工相談コーナー」を設置し、7月からスタートした再生
可能エネルギー固定価格買取制度に対応した産業用ソーラーの提案やエネ
ルギーの見える化システムを活用した節電・省エネ提案を行いました。

　東京ガス株式会社と一般財団法人ベターリビングが行う「ブルー
&グリーンプロジェクト」の表彰が2012年5月28日に行われ、ユアサ
商事（株）とグループ会社の（株）サンエイが3年連続で表彰されまし
た。本プロジェクトは、全国の家庭で高効率ガス給湯器の普及を促進
するとともに、CO2を吸収する森づくりをすすめる活動であり、対象
機種（エコジョーズ、エネファーム、エコウィル）の販売1台につき、ベト
ナムに1本の木が植樹されます。両社は、本プロジェクトに賛同し、 
かつ目標販売台数をクリアした商社として表彰を受けました。今後も
環境機器の拡販による地球温暖化対策への一助を担ってまいります。

関東グランドフェア（千葉県幕張メッセ）では18,000人超のご来場をいただきました。

2012年5月28日パークハイアット東京で開催された「2012ウィズガス・エコ
フォーラム」で感謝状が授与された。

産業とくらしのグランドフェア2012を
全国5拠点（関東・関西・中部・九州・東北）で開催しました

ユアサ商事（株）と（株）サンエイが3年連続で、
「ブルー&グリーンプロジェクト」で表彰されました
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売上高は主力セグメントである、産業機器部門、工業機械部門、
住設・管材・空調部門、建築・エクステリア部門、建設機械部門
が全て増収となり、全体では前年同四半期比5.0％増の1,923
億91百万円となりました。
売上総利益は、売上高の拡大に加え、物流やITの強化による
卸売機能の充実や施工などのエンジニアリング機能強化によ
り売上総利益率が前年同四半期比0.25ポイント改善したこと
などから169億68百万円（前年同四半期比12億55百万円の
増益）となりました。
営業利益は、売上総利益額が拡大した一方、販売管理費をコン
トロールし増加を5億61百万円にとどめたことなどから32億
33百万円（前年同四半期比6億93百万円の増益）となりまし
た。
経常利益は、借入金の返済に伴う支払利息の減少などにより
営業外収支が更に改善したことから、前年同四半期比9億41
百万円増益の34億73百万円となり、四半期純利益は20億62
百万円（前年同四半期比5億90百万円の増益）となりました。

POINT 連結損益計算書（要旨）について

連結決算情報

連結決算情報

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当第2四半期連結累計期間

2012年4月1日～（ 2012年9月30日  ）
前第2四半期連結累計期間

2011年4月1日～（ 2011年9月30日  ）
売上高 192,391 183,270

　売上原価 175,423 167,557

　売上総利益 16,968 15,713

　販売費及び一般管理費 13,734 13,172

営業利益 3,233 2,540

　営業外収益 939 834

　営業外費用 699 843

経常利益 3,473 2,531

　特別利益 — 76

　特別損失 65 27

税金等調整前四半期純利益 3,408 2,581

法人税等 1,350 1,109

少数株主損益調整前四半期純利益 2,057 1,471

少数株主利益又は少数株主損失（△） △ 4 0

四半期純利益 2,062 1,471

売上高（億円） 営業利益（億円） 経常利益（億円） 四半期純利益（億円）
1,923億91百万円

（前年同四半期比5.0％増）

通期 第2四半期

2011／3 2012／3

1,6401,640

2013／3

3,559
3,967 4,100

（予想）

1,833 1,9231,9231,832

32億33百万円
（前年同四半期比27.3％増）

2011／3 2012／3

17

2013／3

48

66

32

75
（予想）

25

34億73百万円
（前年同四半期比37.2％増）

2011／3 2012／3

16

2013／3

46

67

34

75
（予想）

25

20億62百万円
（前年同四半期比40.1％増）

2011／3 2012／3
5

2013／3

32

42

20

50
（予想）

14



資産合計は、前連結会計年度末に比べて92億55百万円減少
し、1,861億84百万円となりました。主な要因は、現金及び預
金が49億22百万円、受取手形及び売掛金が64億71百万円
それぞれ減少した一方で、たな卸資産が13億47百万円増加
したことなどによります。負債合計は、前連結会計年度末に比
べて99億4百万円減少し、1,517億13百万円となりました。主
な要因は、支払手形及び買掛金が91億43百万円、借入金が
16億55百万円それぞれ減少したことなどによります。純資産
合計は、前連結会計年度末に比べて6億49百万円増加し、
344億71百万円となりました。主な要因は、剰余金の配当10
億86百万円を実施した一方で、四半期純利益の計上などによ
り利益剰余金が9億84百万円増加し、その他有価証券評価差
額金が4億73百万円減少したことなどによります。この結果、
自己資本比率は、16.9%から18.0%に改善しました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純
利益を34億8百万円計上したほか、売上債権の減少などが
あったものの、仕入債務の減少やたな卸資産の増加などによ
り、43百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・
フローは、賃借していた中部支社の土地・建物など有形固定資
産の取得や新情報システム構築に向けたソフトウェアの取得
などにより、22億18百万円の支出となりました。財務活動に
よるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払など
により、28億25百万円の支出となりました。この結果、現金及
び現金同等物の当第2四半期末残高は、前連結会計年度末に
比べ49億33百万円減少して、255億13百万円となりました。

配当金について

2013年3月期の中間配当金は1株当たり2円とさせてい
ただきました。なお、期末配当金は1株当たり3円を予定し
ております。

POINT 連結貸借対照表（要旨）について

POINT 連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）について
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連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

科　目
当第2四半期

連結会計期間末
（2012年9月30日現在）

前　期
（2012年3月31日現在）

資産の部   
流動資産 151,386 160,185
固定資産 34,798 35,254
　有形固定資産 17,705 16,637
　無形固定資産 3,535 2,472
　投資その他の資産 13,557 16,144
資産合計 186,184 195,440
負債の部  
流動負債 142,858 152,466
固定負債 8,855 9,152
負債合計 151,713 161,618
純資産の部  
株主資本 34,652 33,586
　資本金 20,644 20,644
　資本剰余金 6,778 6,777
　利益剰余金 8,839 7,855
　自己株式 △ 1,609 △ 1,691
その他の包括利益累計額 △ 1,050 △ 582
新株予約権 335 275
少数株主持分 533 542
純資産合計 34,471 33,821
負債純資産合計 186,184 195,440

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当第2四半期連結累計期間

2012年4月1日～（ 2012年9月30日  ）
前第2四半期連結累計期間

2011年4月1日～（ 2011年9月30日  ）
営業活動によるキャッシュ・フロー 43 2,714
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,218 △ 372
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,825 △ 4,993
現金及び現金同等物に係る換算差額 5 5
現金及び現金同等物の増減額 △ 4,995 △ 2,645
現金及び現金同等物の期首残高 30,447 25,654
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 61 390
現金及び現金同等物の四半期末残高 25,513 23,398



工業機械部門 住設・管材・空調部門

産業機器部門 

売 上 高 

447億54百万円（前年同四半期比13.1％増）

売 上 高 

476億51百万円（前年同四半期比5.3％増）

売 上 高 

341億45百万円（前年同四半期比2.0％増）

アジア新興国市場において減速傾向がみられるもの
の、自動車関連産業を中心に工作機械などの設備投
資需要は底堅く推移しました。一方、国内市場におい
て工作機械需要の伸びは鈍化しましたが、スマートフォ
ンや自動車・大型建設機械向けに持ち直しの動きがみ
られました。このような状況の中、海外営業力の強化と
工場における「環境・省エネ・省コスト」の提案営業力の
強化に取り組んでまいりました結果、売上高は447億
54百万円（前年同四半期比13.1%増）となりました。

新設住宅着工戸数が大都市圏の分譲住宅を中心に
持ち直しの動きがみられ、工場・店舗・事務所などの
民間建設投資も底堅く推移しました。太陽光発電シ
ステム市場は、拡大しているものの厳しい販売競争に
よるパネル価格の下落傾向が続きました。このような
状況の中、施工エンジニアリング機能の強化と「環
境・省エネ・省コスト」のパッケージ提案を推進し、太陽
光発電システム、省エネ型空調機器などの拡販に取
り組みました結果、売上高は476億51百万円（前年
同四半期比5.3%増）となりました。

鉱工業生産指数が2012年6月より前年割れとなる
など、工場稼働率が低下し、堅調に推移していた超硬
工具などの需要にも減速感がみられました。このよう
な状況の中、節電ニーズに対応した制御関連機器や
工場用扇風機などの季節商品、マテハン関連機器な
どの拡販に注力するとともに、在庫物流機能やWeb
受注の拡大強化に努めました結果、売上高は341億
45百万円（前年同四半期比2.0%増）となりました。
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セグメント別の概況

売上高構成（億円） 

当第2四半期
売 上 高
1,923億円

前第2四半期
売 上 高
1,832億円

産業機器部門

334
（18％）

395
（22％）

452
（25％）

189
（10％）

125
（7％）

182
（10％）

152
（8％）

341
（18％）

447
（23％）

476
（25％）

198
（10％）

149
（8％）

179
（9％）

131
（7％）

工業機械部門
住設・管材・空調部門 建築・エクステリア部門
建設機械部門 エネルギー部門 その他



エネルギー部門 その他 

建築・エクステリア部門 建設機械部門  

売 上 高 

179億49百万円（前年同四半期比1.4％減）

売 上 高 

131億5百万円（前年同四半期比14.0％減）

売 上 高 

198億70百万円（前年同四半期比4.9％増）

売 上 高 

149億14百万円（前年同四半期比18.7％増）

低燃費車の普及や節約志向の高まりなどにより、ガソ
リン・軽油などの需要が一般用・産業用とも低迷し、
市場価格の不安定さと価格競争も加わり厳しい販売
状況が続きました。このような状況の中、青森、秋田、
仙台の配送機能を強化し、販売量の増加に取り組み
ました結果、売上高は179億49百万円（前年同四半
期比1.4%減）となりました。

消費財事業では、プライベートブランド商品を中心に、
節電対策の扇風機やLEDシーリングライト、調理家電
などの拡販に注力するとともに、販売チャネルの拡大
とインターネットサイト「ユアサeネットショップ」の拡充
を図りました。一方、木材事業では、販売戦略の積極
的な見直しに加え、フロア台板や木枠梱包材などの
拡販に取り組みましたものの、需要低迷により厳しい
販売状況が続きました。この結果、その他の部門の売
上高は131億5百万円（前年同四半期比14.0%減）
となりました。

震災復興関連や道路土木関連の公共工事の進捗に
より、フェンスやガードパイプなどの土木・道路資材の
需要が回復するとともに防災対策としてスチール物
置の需要も増加しました。このような状況の中、公共
施設向け景観エクステリア資材、住宅用エクステリア
資材、物置などの販売強化に注力いたしました結果、
売上高は198億70百万円（前年同四半期比4.9%
増）となりました。

防災対策工事や震災復興関連の公共工事が増加し
たことから、土木・建設機械需要やレンタル業界の機
械更新需要が増加しました。このような状況の中、

「安全・省エネ・省コスト」を切り口に、土木・舗装用機
械や水中ポンプ・転圧機などの小型建設機械、測量
機器の拡販に努めるとともに、新興国向け中古建設
機械オークション事業の拡充などに注力いたしました
結果、売上高は149億14百万円（前年同四半期比
18.7%増）となりました。
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会社概要・株式情報（2012年9月30日現在）

会社概要
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 1,587名（連結）　837名（単体） 

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12,119,960株を含む）
株主数 15,215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 16,783 7.64

ユアサ炭協持株会 6,570 2.99

東部ユアサやまずみ持株会 6,202 2.82

西部ユアサやまずみ持株会 5,969 2.72

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 5,579 2.54

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

取締役及び監査役
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
取締役 建設事業統括
兼 ユアサクオビス(株)代表取締役社長　 平野　　正

取締役 建設マーケット事業本部長 松平　義康
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

取締役 住環境マーケット事業本部長 
兼 ユアサプライムス(株)代表取締役会長 白井　良一

取締役 関連事業部長 水町　一実

監査役（常勤） 井上　　明
監査役（常勤） 土屋　史郎
監査役 小田嶋清治
監査役 鶴田　　進

（注）全取締役は、執行役員を兼務しております。
（注）小田嶋清治、鶴田進の両氏は社外監査役であります。

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12,119千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） 16,783千株
日本マスタートラスト信託銀行（株） 5,579千株

●会社概要 ●株式の状況

●大株主 （上位10名）
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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

三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関

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。）

ご注意

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。 
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、左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。 

1

2

アメリカ YUASA-YI, INC. 本社
YUASA-YI, INC. シンシナティ支店

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

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.

タイ
SIAM SAMUT CO.,LTD.

YUASA TRADING 
(SOUTH ASIA)CO.,LTD.

SIAM SAMUT CO.,LTD,シーラチャ支店

ハノイ駐在員事務所

メキシコ YUASA-YI, INC.メキシコ駐在員事務所

フィリピン
Yuasa Trading
（Philippines）Inc.

ベトナム

YUASA TRADING VIETNAM CO.,LTD.

ドイツ駐在員事務所

ドイツ
YUASA TRADING DEUTSCHLAND GMBH

　駐在員事務所　　現地法人

大連 湯浅商事（上海）有限公司大連事務所
天津 湯浅商事（上海）有限公司天津事務所
蘇州 湯浅商事（上海）有限公司蘇州事務所

上海 湯浅商事（上海）有限公司　本社

台湾 YUASA TRADING（TAIWAN）CO.,LTD.
台湾 YUASA TRADING(TAIWAN)CO.,LTD. TAICHUNG OFFICE
香港 國孝（香港）有限公司

広州 湯浅商事（上海）有限公司広州事務所
深圳 深圳国孝貿易有限公司

中国

合肥 湯浅商事（上海）有限公司合肥事務所

　 北京駐在員
事務所

●ユアサ  グローバルネットワーク



下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いた
します。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆さまの声をお聞かせください

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2カ月間です。

http://ｗｗｗ.e-kabunushi.com
アクセスコード　8074

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供す
る「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。（株式会社 
a2mediaについての詳細　http://www.a2media.co.jp）※ご回答
内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしに
これ以外の目的に使用することはありません。

この報告書は植物油インキとFSCⓇ認証紙を
使用して印刷しています。

　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。
単元未満株式の買取・買増請求、特別口座から証券口座への振替請求における必要書類の入手・
お手続きの詳細については、下記三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせください。

単元未満株式（1,000株未満の株式）をお持ちの株主さまへ

『復興特別所得税』に関するご案内 

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成23年法律第117号）の施行に伴い、平成
25年1月1日以降に支払われる上場株式等の配当等に係る所得税に対し、以下のとおり追加課税されることになりますので、ご案内いたします。

平成25年1月1日以降に支払われる上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率は以下のとおりとなります。

上場株式等の配当等に係る所得税に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、復興特別所得税と
して所得税額×2.1％が追加課税されることになります。

○源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
○ 本ご案内は、上場株式等の配当等に係る復興特別所得税について、一般的な情報をご提供するために作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場

合もございます。詳細につきましては、最寄の税務署、税理士等にお問い合わせください。
○平成24年11月時点の情報をもとに作成しております。

平成24年12月31日まで 平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで

平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで 平成50年1月1日から

所　　得　　税 7％ 7％ 15％（※） 15％
復興特別所得税 ― 0.147％ 0.315％ ―
住　　民　　税 3％ 3％ 5％（※） 5％

合　　　　　　　 計 10％ 10.147％ 20.315％ 20％
（※）証券税制における軽減税率の適用終了による税率の変更です。

三菱UFJ信託銀行株式会社  証券代行部

0120-232-711（フリーダイヤル）受付／土・日・祝日を除く平日
時間／9：00～17：00


