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これまでの「経営健全化」と「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、競争優位を確立します。

2000-2002年 2002-2005年 2005-2008年 2008-2011年

第2次
「新・創生」計画
NeoFrontier2011

第1次
「新・創生」計画構造改革2005経営健全化計画

2011-2014年

日本の、そしてアジアの「産業とくらし」に貢献するために、
中期経営計画「NEXTAGE2014」がスタートしました。

NEXTAGE2014

経営健全化
（事業資産の峻別等）

拡大・成長への
体質転換

新たなステージへの
成長加速

海外・環境・消費財を成長ドライバーとし、
新たなステージ「NEXTAGE」へ成長を加速します。

売上高5,000億円、経常利益100億円を目指します。
基本方針 定量計画

2011年
3月期実績

2012年
3月期計画

2013年
3月期計画

2014年
3月期計画

売上高 355,910 380,000 440,000 500,000

営業利益 4,899 5,200 7,700 11,300

経常利益 4,691 4,800 7,300 10,800

当期純利益 3,293 3,500 5,000 7,000
3ページより上記各戦略をご説明いたします。

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

コア事業の
収益拡大

●機能強化
●収益力強化

経営基盤の
強化

  ●組織力強化
  ●情報力強化
  ●人材力強化

（単位：百万円）
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　このたびの東日本大震災により、被災された皆さまには、
謹んでお見舞いを申しあげますとともに、被災地の一日も早
い復興を心よりお祈り申しあげます。当社は、「産業とくらし
に貢献する商社」として、被災地域の復興のために不可欠な資
材・機器等の確保・供給を社会的使命と考え、当社グループ
一丸となって全力で取り組んでまいる所存でございます。

　当期（2010年4月1日から2011年3月31日まで）は成長分
野である「海外市場・住宅新市場・消費財市場」の開拓と既存
事業基盤の再構築に注力いたしました。売上高につきまして
は国内外の設備投資需要の持ち直しや、太陽光発電などの 
環境機器の販売が堅調に推移いたしましたことから前期比
15.1％増の3,559億10百万円となりました。また、利益面
におきましても、売上高の増加やコスト削減の継続などによ
り大きく改善することができ、営業利益は48億99百万円（前
期は2億4百万円の営業利益）、経常利益は46億91百万円（前
期は87百万円の経常損失）、当期純利益は32億93百万円（前
期は51億33百万円の当期純損失）となりました。
　2011年3月期配当につきましては当期の最優先課題と 
して取り組みました結果、１株当たり3円の復配をさせていた
だく運びとなりました。今後も安定的・継続的な配当はもと
より株主還元策の充実に向けて努めてまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、何卒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。

ごあいさつ

　平素は、当社グループの事業運営につきまして格別の

ご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　ここに、第132期（2010年4月1日から2011年3月

31日まで）の営業の概況をご報告申しあげます。

　よろしくご高覧賜りますようお願い申しあげます。

　2011年6月

代表取締役社長
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　ユアサ商事グループは2011年4月から2014年3月まで
の中期経営計画「NEXTAGE2014」を発表いたしました。

「NEXTAGE2014」では、当社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
を目的としております。ネーミングにつきましてNEXT（次の）
STAGE（舞台）を目指すという意味を込め、「NEXTAGE（ネ
クステージ）2014」とさせていただきました。

海外・環境・消費財が成長ドライバー
　基本方針としては、海外事業・環境事業・消費財事業を 
成長ドライバーとし、成長分野を開拓しつつ、コア事業につ
い て 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・人材力を強化します。

海外取扱高を2.5倍の750億円へ
　海外事業戦略としては、今後3年間で当社の現状の海外 
取扱比率を8％から15％へ、海外取扱高を300億円から
750億円に2.5倍伸長させたいと考えております。具体的

中期経営企画「NEXTAGE2014」成長分野の開拓
売上高5,000億円、

経常利益100億円を目指します。

アジアの「産業とくらし」に貢献する商社を目指して、中期　経営計画「NEXTAGE2014」がスタート

2011年
3月期実績

2012年
3月期計画

2013年
3月期計画

2014年
3月期計画

売上高 355,910 380,000 440,000 500,000

営業利益 4,899 5,200 7,700 11,300

経常利益 4,691 4,800 7,300 10,800

当期純利益 3,293 3,500 5,000 7,000

+450
億円

+150
億円

+100
億円

+700
億円

現在の海外取扱高：300億円
●アジア地域での工作機械販売
●季節家電や木材の輸入

NEXTAGEでの海外取扱高：750億円
●新興国（メキシコ、インド他）＆アジア戦略強化
●建設分野の海外戦略強化

現在の環境設備機器売上高：300億円
●住宅用太陽光発電システムの販売
●工場用ユーティリティ機器※の販売

NEXTAGEでの環境設備機器売上高：450億円
●新エネルギー設備＆施工のパッケージ提案
●まるごとエコ・エンジニアリング戦略の推進

現在の消費財売上高：140億円
●扇風機やコタツなどの家電プライ
　ベートブランド（PB）商品の販売

NEXTAGEでの消費財売上高：240億円
●PB商品の販売強化と品揃えの拡大
●ECサイト販売の強化

現在の成長戦略
（740億円）

NEXTAGEでの成長戦略
（1,440億円）

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

海外
事業戦略

環境
事業戦略

消費財
事業戦略

（単位：百万円）

※ユーティリティ機器とは、プラントの運転に必要な電気、水、空気、燃料等を供給する設備機器をいいます。
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な戦略としては、アジア地域に進出する日系企業をターゲッ
トとした工作機械などの生産財販売について、アジア 
地域における人員増強に加え、ベトナムやフィリピンの現地
法人設立、非日系顧客向けの販路拡大を行います。また、新
興国の開拓として、このたび現地法人にて営業を開始したイ
ンドや駐在員事務所を開設するメキシコなどの販路を拡大
し、生産財の海外販売高を現状の3倍の450億円までに伸長
させたいと考えております。また、新たに建設分野について
も海外戦略を本格化させ、日本から海外への生産移転を希望
する企業様に対するサポートをさせていただきます。

環境設備機器売上高を1.5倍の450億円へ
　環境事業戦略としては、現在当社の環境設備機器の売上高
300億円を今後3年間で1.5倍の450億円に伸長させたい
と考えております。具体的には、新エネルギーと施工のパッ
ケージ提案を推進し、現状約50億円ある太陽光発電の販売
を180億円に伸長させたいと考えております。施策として
は、 こ れ ま で の 住 宅 用 太 陽 光 発 電 だ け で な く 工 場 や 
ビル・オフィス向けの産業用太陽光発電の施工付き販売を 
推進いたします。一方で工場や事業場向けに、当社の強みで
ある「省エネノウハウ・設備提案・トータル施工力」をワンパッ
ケージにした「エコ・エンジニアリング戦略」をグループ全体
で推進してまいります。節電による省コスト提案や補助金の
活用などによる環境提案を推進してまいります。今後は、 
復旧・復興対策や節電といった観点からも本事業を強力に 
拡大・推進してまいりたいと考えています。

消費財売上高を100億円増の240億円へ
　消費財事業戦略としては、扇風機やコタツ、調理家電など
のプライベートブランド（PB）商品をホームセンターや家電

量販店様に販売している連結子会社「ユアサプライムス」を通
じ、今後3年間でプライベートブランド（PB）比率を40％か
ら60％に高めるとともに、ECサイトへの販売を強化し、消
費財の売上高を現状の140億円から100億円増の240億円
に伸長させたいと考えております。今期については節電対策
として扇風機の需要が全国的に高まっております。現状ユア
サブランドの扇風機シェアは約16％、販売台数は年間約
130万台と長年トップクラスを維持しておりますが、出来
るだけ早い段階でシェア25％、販売台数200万台を達成い
たしたいと考えております。

　最終年度の定量目標としては売上高5,000億円、経常 
利益100億円を目指します。初年度の売上高目標について
は、東日本大震災の影響が不透明であることから前年度比 
約7%増としておりますが、次年度以降は海外・環境・消費
財といった「成長分野の開拓」とコア事業の収益力強化による
成長を計画しております。
　利益面につきましても、機能強化による売上総利益率の 
改善と、ゼロベースでの販売管理費の見直しの継続により 
高収益体質を目指してまいります。また、主要経営指標とし
て自己資本の充実と資産効率の向上をはかり、自己資本比率
20%以上、ROA5%以上を目標とします。株主還元につき
ましては、株主の皆さまへの安定的な配当を基本としたうえ
で利益水準を考慮し、3年間平均（2012年3月期～2014
年3月期）での連結株主還元率25%を目標に利益還元をさせ
ていただく予定であります。

　今後もグループの持てる総合力を発揮し、「老舗は常に 
新しい」をモットーに、進化し続ける社会に的確・迅速に 
対応してまいります。

アジアの「産業とくらし」に貢献する商社を目指して、中期　経営計画「NEXTAGE2014」がスタート
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海外事業戦略
新興国の開拓とアジア地域の深耕

（450億円）
●インド、中南米開拓
●べトナム、フィリピンでの現地法人設立
●アジアの非日系顧客開拓

建設分野の海外戦略強化（75億円）
●東南アジアでのユーティリティ機器※販売＆
　日系製造業向け工場進出支援スタート
●建築・エクステリア資材の海外事業強化

他、輸出入事業（105億円）

消費財事業の強化（120億円）
●ＰＢ商品の強化と品揃えの拡大

2014年3月期：海外取扱比率を8％から15％へ、
海外取扱高を300億円から750億円へ

海外・環境・消費財を成長ドライバーとし
「NEXTAGE」への成長を加速。
アジア圏での競争優位確立へ。

海外進出日系企業に対する
生産財の販売（150億円）
●アジア地域での工作機械の販売、他

建設分野の海外戦略（5億円）
●建築・エクステリア資材の輸出入、他 

他、木材等の輸出入取引（95億円）

消費財の輸入（50億円）
●扇風機やコタツなどの季節家電の開発・
　輸入

現在の海外事業戦略
（300億円）

NEXTAGEでの海外事業戦略
（750億円）

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

+300
億円

+70
億円

+70
億円

+10
億円

+450
億円
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+130
億円

+20
億円

新興国に新拠点を設立し、進出日系企業に対する生産財の販売事業を拡大します。
インド現地法人 メキシコ駐在員事務所

新興国の開拓

ニューデリー

YUASA TRADING 
INDIA PRIVATE 
LIMITED

メキシコシティ

YUASA-YI,INC.
メキシコ駐在員事務所

インド現地法人「YUASA TRADING 
INDIA PRIVATE LIMITED」（ハ
リヤナ州グルガオン／デリー近
郊）を設立し、ものづくり市場とし
て成長著しいインド市場において
生産財の販売事業を拡大します。
在印日系製造業を中心に工作機械
や産業機器、環境機器等の生産財
販売とエンジニアリングサービス
を行います。

アメリカ現地法人「YUASA-YI, 
INC.」（本社シカゴ）の駐在員事務
所をメキシコ合衆国（グアナフア
ト州レオン市）に設立し、中南米
を含めた新興国での生産財の販売
事業を拡大します。
メキシコに進出する欧米及び日系
の製造業を中心に、当社グループ
として生産財の販売事業に関する
情報収集を行います。

環境事業戦略 環境設備機器売上高を300億円から450億円へ（1.5倍）
2014年3月期：新エネルギー機器売上高を50億円から180億円へ、工場用ユーティリティ機器売上高を20億円から40億円へ

新エネルギー設備＆施工の
パッケージ提案（180億円）
●産業用＆住宅用太陽光発電システム提案（独自 

工法の開発・販売、施工店組織化）
●蓄電池、燃料電池などの新エネルギー商材の販売

強化

まるごとエコ・エンジニアリング戦略の推進
（設備+施工+省エネノウハウをパッケージ提案）
（40億円）
●ユーティリティ機器の販売増
●オフィスビルや商業施設の省エネ・省コスト提案

他、環境設備機器（230億円）

エコハウスの実現に向けた
住宅用太陽光発電システムの販売

（50億円）

エコファクトリーの実現に
向けたユーティリティ機器※の販売

（20億円）

他、環境設備機器（230億円）

+150
億円

現在の環境事業戦略
（300億円）

NEXTAGEでの環境事業戦略
（450億円）

※ユーティリティ機器とは、プラントの運転に必要な電気、水、空気、燃料等を供給する設備機器をいいます。
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+100
億円

消費財事業戦略

プライベートブランド商品の強化と
品揃えの拡大 

（150億円）
●扇風機シェア：25％（200万台）
●コタツシェア：30％（50万台）
●電気暖房、調理家電の品揃え強化
●プライベートブランド商品比率：60％

ECサイト販売の強化 
（上記のうち20億円）
●アイテム数目標：4,000アイテム
●大手販売サイトへの出店強化、
　スマートフォンアプリへの対応

シェアの高い通年商品を拡大
（90億円）

消費財売上高を140億円から240億円へ（約1.7倍）  
2014年3月期：PB商品を拡大しPB比率を40％から60％へ、ECサイト売上高を20億円へ

プライベートブランド商品
（50億円）
●扇風機シェア：16％（130万台）
●コタツシェア：22％（39万台）
●プライベートブランド商品比率：40％

家電、住設商品等の
ナショナルブランド商品（90億円）

現在の消費財事業戦略
（140億円）

NEXTAGEでの消費財事業戦略
（240億円）

+100
億円

ユアサeネットショップ
ECサイト販売の強化

インターネットサイト「楽天市場（らくてんいちば）」にユアサプライムスが運営する「ユアサ 
ｅネットショップ」がオープンいたしました。本サイトでは、ユアサプライムスのプライ 
ベートブランド商品であるコタツ、扇風機等の冷暖房機器をはじめ、「家電」「インテリア」 

「住設機器」「雑貨」「ガーデン・DIY」「美容・健康」の各カテゴリーで商品を販売しております。
本サイトでの商品アイテムを更に拡充させるとともに、節電対策として需要の高まる扇風機
などの省エネ家電のネット販売に注力してまいります。
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　当社は、今夏の電力不足対策として、7月～9月の平日9時～20時の最大使用電力を昨年
比25％削減する「電力対策自主行動計画」を策定しました。2011年6月からは電力の使用
状況を当社コーポレートサイト上に表示し、電力使用状況の「見える化」を図っております。
　また、具体的な節電施策として、冷暖房設定温度の引き上げ（28℃以上）、ガス吸収式空
調の導入、LED照明の設置等を行っております。
　今後も「環境のユアサ」としてグループの持てる総合力を発揮し、ステークホルダーの皆
様とともに、「持続可能な発展」に向けた環境貢献活動に注力してまいります。

電力対策自主行動計画の取り組み

「エコハウス＆エコビルディングEXPO2011」に出展しました

　日本最大規模の環境住宅・エコ建築に関する国際商談展示会「エコハウス＆エコ 
ビルディングEXPO2011」が東京ビッグサイトで2011年3月2日～4日の3日間開催され、
当社が共同出展しました。展示会では、業界初のマグネット式ソーラー設置工法「マグモレ
ン」、YES室による環境・省エネソリューション提案、全社グループ企画「エコ・エンジニ
アリング戦略」への取り組みが展示されました。屋根に穴をあけない太陽光発電の新工法に
大きな注目が集まり、3日間で約8,000人のお客様に当社ブースを訪れていただきました。

　夏場の節電対策に向けて、日経BP社主催で開催された「効果がすぐ出る省エネ対策、“達
人”に学ぶ」セミナーにて、当社YES（ユアサエナジーソリューション）室広瀬室長が講演
を行いました。本講演は2011年4月26日に、ホテルニューオータニで開催され、企業
の経営幹部、ビル・工場の管理者、環境責任者など約300人が出席されました。このた
びの電力使用制限の発動を受け、個々の工場やオフィスでは、従来と同じ活動をより少な
いエネルギーで実施することが求められます。講演では「工場における省エネ対策・節電
のポイント」と題し、エネルギー使用設備の運転管理マニュアル「管理標準」の設定の仕方
やエネルギーの見える化による高効率設備・機器の導入について事例を交えながら、すぐ
に取り入れられて成果を挙げられる省エネ・節電のポイントについて解説いたしました。
　今後もこれらの取り組みを通じ、省エネ型社会への転換に向けて環境・省エネ普及活動
を行ってまいります。

「効果がすぐ出る省エネ対策、“達人”に学ぶ」セミナーを開催しました

08Y U A S A R E P O R T
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科　　目 当　期
（2011年3月31日現在）

前　期
（2010年3月31日現在）

資産の部

流動資産 139,510 131,405
現金及び預金 26,188 23,394

受取手形及び売掛金 92,071 84,164

たな卸資産 14,262 16,677

繰延税金資産 1,960 1,266

その他 5,977 6,822

貸倒引当金 △949 △919

固定資産 38,573 40,863
有形固定資産 16,852 17,253

建物及び構築物（純額） 4,097 4,355

土地 10,969 10,716

リース資産（純額） 1,002 1,124

その他（純額） 783 1,057

無形固定資産 1,849 2,051
投資その他の資産 19,870 21,558

投資有価証券 7,811 8,130

長期金銭債権 4,387 4,710

繰延税金資産 5,250 5,481

その他 4,521 4,967

貸倒引当金 △2,100 △1,730

資産合計 178,084 172,268

科　　目 当　期
（2011年3月31日現在）

前　期
（2010年3月31日現在）

負債の部
流動負債 144,806 131,374

支払手形及び買掛金 98,611 89,812
短期借入金 40,062 35,822
リース債務 239 308
未払法人税等 760 332
賞与引当金 745 449
その他 4,387 4,649

固定負債 3,071 14,169
長期借入金 251 11,396
リース債務 785 842
退職給付引当金 331 264
その他 1,703 1,666

負債合計 147,878 145,544
純資産の部
株主資本 29,738 26,412

資本金 20,644 20,644
資本剰余金 6,777 6,777
利益剰余金 4,109 805
自己株式 △1,793 △1,814

その他の包括利益累計額 △366 △359
新株予約権 233 173
少数株主持分 600 497
純資産合計 30,205 26,724
負債純資産合計 178,084 172,268

（単位：百万円）
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連結貸借対照表（要旨）
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▶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

（単位：百万円）連結損益計算書（要旨）

（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

科　　目
当　期

（ 2010年4月1日〜
2011年3月31日 ）

前　期

（ 2009年4月1日〜
2010年3月31日 ）

売上高 355,910 309,196

売上原価 326,693 283,586

売上総利益 29,217 25,609

販売費及び一般管理費 24,317 25,405

営業利益 4,899 204

営業外収益 1,600 1,544

営業外費用 1,809 1,836

経常利益又は経常損失（△） 4,691 △87

特別利益 147 291

特別損失 1,326 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（△） 3,512 △1,565

法人税、住民税及び事業税 740 402

法人税等調整額 △568 3,376

少数株主損益調整前当期純利益又は
少数株主損益調整前当期純損失（△） 3,340 △5,344

少数株主利益又は少数株主損失（△） 46 △211

当期純利益又は当期純損失（△） 3,293 △5,133

科　　目
当　期

（ 2010年4月1日〜
2011年3月31日 ）

前　期

（ 2009年4月1日〜
2010年3月31日 ）

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,958 △1,539

投資活動によるキャッシュ・フロー △715 △1,611

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,669 △3,301

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65 35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,507 △6,416

現金及び現金同等物の期首残高 22,959 29,255

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 187 120

現金及び現金同等物の期末残高 25,654 22,959

■ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
　営業活動による資金の収入は、109億58百万円（前期比124
億97百万円の収入増）となりました。これは、主に、税金等調整
前当期純利益を35億12百万円計上したほか、たな卸資産の減少
や仕入債務の増加などがあった一方、売上債権の増加などがあっ
たことによります。
■ 投資活動によるキャッシュ・フロー
　投資活動による資金の支出は、７億15百万円（前期比８億95
百万円の支出減）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７億62百万円、投資有価証券等の取得による支
出１億17百万円などによります。
■ 財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動による資金の支出は、76億69百万円（前期比43億
68百万円の支出増）となりました。これは、主に、短期借入金の
返済32億４百万円と長期借入金の返済39億63百万円などによ
ります。

■ 資産 
　流動資産は、前期末に比べて81億５百万円増加し、1,395億
10百万円となりました。これは、現金及び預金が27億93百万円、
受取手形及び売掛金が79億６百万円それぞれ増加し、たな卸資
産が24億14百万円減少したことなどによります。固定資産は、
前期末に比べて22億90百万円減少し、385億73百万円となり
ました。これは投資有価証券が３億18百万円、長期金銭債権が
３億23百万円、長期繰延税金資産が２億30百万円それぞれ減少
したことなどによります。この結果、資産合計は、前期末に比べ
て58億15百万円増加し、1,780億84百万円となりました。
■ 負債
　流動負債は、前期末に比べて134億32百万円増加し、1,448
億６百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が87億
99百万円、短期借入金が42億39百万円それぞれ増加したこと
などによります。固定負債は、前期末に比べて110億97百万円
減少し、30億71百万円となりました。これは長期借入金が
111億45百万円減少したことなどによります。この結果、負債
合計は、前期末に比べて23億34百万円増加し、1,478億78百
万円となりました。
■ 純資産
　純資産合計は、前期末に比べて34億81百万円増加し、302
億５百万円となりました。これは、当期純利益の計上等により利
益剰余金が33億４百万円増加したことなどによります。この結
果、自己資本比率は、15.1%から16.5%となりました。
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60,51859,186

2011/32010/3

　産業機器部門につきましては、自動車
や液晶・半導体など期前半の回復基調が、
経済政策の一巡や欧米経済の停滞懸念 
などにより減速傾向にありましたが、 
アジア経済の底堅さやIT関連の在庫調整
の進展による工場稼働率の持ち直しなど
から、切削工具等の需要は堅調に推移し
ました。このような状況の中、在庫物流
機能及びトレード機能の強化とWeb 
受注の拡大に取り組み、制御関連機器・
マテハン関連機器などの拡販に注力いた
しました結果、売上高は583億25百万
円（前期比23.6%増）となりました。

売上高 売上高
（前期比23.6％増） （前期比2.2％増）
583億 25百万円 605億 18百万円

売上高
（前期比55.1％増）
650億 13百万円

産業機器部門 管材・空調部門

58,325

47,206

2011/32010/3

売上高の推移（百万円） 売上高の推移（百万円）　管材・空調部門につきましては、期の
前半において、一般ビル建設や工場設備
の需要の回復スピードが遅く低調に推移
しましたが、後半にかけて設備投資需要
が持ち直しました。また、住宅建設でも
リフォーム需要が増加し、マンション 
着工戸数も低水準ではありますが回復の
兆しがみられました。このような状況の
中、 業 務 用 及 び 家 庭 用 エ ア コ ン、 リ 
フォーム向け商品、エコキュート・エコ
ジョーズ、工場設備用の環境・省エネ・
省コスト機器などの拡販に注力いたし 
ました結果、売上高は605億18百万円

（前期比2.2%増）となりました。

　工業機械部門につきましては、中国を
はじめアジア新興国市場において工作機
械の旺盛な需要が持続し、国内でも需要
が持ち直し受注環境が回復しました。こ
のような状況の中、輸出関連産業を中心
とした国内市場での着実な受注と好調な
アジア新興国を中心とした「海外市場」で
の拡販、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
の強化などに取り組んでまいりました結
果、売上高は650億13百万円（前期比
55.1%増）となりました。

65,013

41,922

2011/32010/3

売上高の推移（百万円）

工業機械部門セグメント別売上高構成比

（合計）

3,559億 10百万円
工業機械部門

18.3%

産業機器部門

16.4%
その他部門

8.2%

管材・空調部門

17.0%
住宅・建材部門

23.6%

建設機械部門

5.7%

エネルギー部門

10.8%
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38,457

32,092

2011/32010/3

売上高 売上高
（前期比6.1％減） （前期比2.6％減）

売上高 売上高
（前期比8.9％増） （前期比19.8％増）
840億 34百万円 384億 57百万円

202億 19百万円 293億 41百万円

住宅・建材部門 エネルギー部門

建設機械部門 その他部門

　住宅・建材部門につきましては、住宅エコ
ポイント制度の導入、環境配慮型住宅に対す
る補助金制度の浸透などにより、戸建・マン
ションの着工戸数が増加するとともにリ 
フォーム需要も回復し、受注環境の改善が 
みられました。このような状況の中、太陽光
発電を中心に成長する「住宅新市場」での 
シェア拡大や設計・施工機能を活かした 
新築・リフォーム需要の掘り起こしなどを 
推進し、住宅用環境・省エネ・省コスト機器
や住宅エコポイント関連商品、外構エクステ
リア商品の販売が増加するとともに、耐震補強
関連資材や既設橋梁の高欄改修物件の受注
が伸長いたしました結果、売上高は840億
34百万円（前期比8.9%増）となりました。

84,034
77,134

2011/32010/3

売上高の推移（百万円）売上高の推移（百万円） 　エネルギー部門につきましては、低燃
費自動車の普及や産業用燃料の需要減少
による販売競争の激化に加え、原油価格
の高止まりなどもあり厳しい状況が続き
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 
注力いたしました結果、売上高は384
億57百万円（前期比19.8%増）となり 
ました。

　建設機械部門につきましては、一部に
機械の更新需要はみられたものの、民間
建設投資の回復の遅れと公共工事の減少
などから、レンタル市場では厳しい価格
競争が続き、レンタル業者の設備投資需
要は低調に推移しました。このような 
状況の中、平成22年11月22日付で連結
子 会 社 で あ る ユ ア サR＆S株 式 会 社 を 
完全子会社化するとともに、環境・省エネ・
安全に配慮した建設機械や小型機器の 
拡販、アジア市場向けの中古建設機械 
オークション事業の拡充などに取り組ん
でまいりました結果、売上高は202億19
百万円（前期比6.1%減）となりました。

20,219
21,522

2011/32010/3

　その他の部門につきましては、ホーム
センターや家電量販店などの「消費財 
市場」でのシェア拡大を目指して生活関
連商品の販売強化に取り組みました。 
扇風機やコタツなどの季節商品は、春先
や秋口に天候不順がありましたものの 
堅調に推移いたしました。また、冷蔵庫・
地デジ用チューナー・LED照明などの 
拡販を推進いたしました。木材製品につ
きましては、戸建住宅需要の持ち直しと
輸出の回復に支えられ住宅用資材・梱包
用資材の売上が改善いたしました。この
結果、売上高は293億41百万円（前期
比2.6%減）となりました。

29,34130,130

2011/32010/3

売上高の推移（百万円）売上高の推移（百万円）
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会社概要

取締役及び監査役（2011年6月29日現在）

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 1,481名（連結）762名（単体） 

代表取締役社長 佐藤　悦郎 

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 ユアサヒラノ(株)代表取締役会長 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

日 本中 国
北京

大連

天津

上海
蘇州

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
　

　駐在員事務所　　現地法人

台湾
　YUASA TRADING (TAIWAN)CO.,LTD.

ドイツ
　ドイツ駐在員事務所
　YUASA TRADING DEUTSCHLAND GMBH

フィリピン
　マニラ駐在員事務所

インドネシア
　PT. YUASA SHOJI INDONESIA

インド
　YUASA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED

タイ
　 YUASA TRADING (SOUTH ASIA)CO.,LTD.
　 SIAM SAMUT CO.,LTD.

ベトナム
　 ホーチミン駐在員事務所
　 ハノイ駐在員事務所

マレーシア
　 YUASA MECHATRONICS (M) SDN. BHD.
　 NICHI-MA SEIKO REMANUFACTURING (M)SDN. BHD.
　

中国
　 北京駐在員事務所
　 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
　 國孝（香港）有限公司
　 深圳国孝貿易有限公司
　 

メキシコ
　YUASA-YI, INC.メキシコ駐在員事務所

　

（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。
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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12,788,012株を含む）
株主数………………………………………………… 17,677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） 15,122 6.91

東部ユアサやまずみ持株会 6,077 2.77

（株）三井住友銀行 5,943 2.71

（株）森精機製作所 5,849 2.67

ユアサ炭協持株会 5,840 2.66

西部ユアサやまずみ持株会 5,653 2.58

ダイキン工業（株） 4,520 2.06

日本マスタートラスト信託銀行（株） 4,500 2.05

TOTO（株） 4,080 1.86

オークマ（株） 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12,788千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） 15,122千株
日本マスタートラスト信託銀行（株） 4,500千株

大株主 （上位10名）

株式の状況

株主メモ

ご注意

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。
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340年を超えて日本の「商い」を
見つめ、「継いで」きたユアサ商
事。第3回目は大正時代の株式会
社設立の経緯について辿ります。

「株式会社湯淺七左衛門商店」の設立
～移り変わる明治の街～

　江戸幕府の崩壊により慶応3年（1867年）12月、天皇親政の新政府
が樹立され、翌年7月、江戸は東京に改称され首都となりました。同
年9月、元号が「明治」となり、士農工商の時代から四民平等の世へと
変貌を遂げ、鎖国が終わり欧米から様々な文物が押し寄せる「文明開
化」の時代が訪れました。炭屋もまた新しい時代を迎えようとしてい
ました。それを象徴するように、明治3年（1870年）、平民に苗字が
許されると、「炭屋七左衛門」の商号は「湯淺七左衛門」商店へとユア
サの名を入れた商号に改められました。

　明治5年（1872年）、「湯淺七左衛門」商店は新しい時代への積極的な
意欲を持って、打物店とは別に釘鉄銅物を主として取り扱う東京鉄店
を開店しました。明治23年（1890年）に新たな東京店鉄鋼部（東京鉄
店より改称）の支配人となった伊藤斎兵衛が時流をつかんだ商売を行
うと、東京店鉄鋼部は急成長を見せ、今津屋森岡商店、笹屋岡谷商店
（現・岡谷鋼機㈱）と並んで「東京の金物御三家」のひとつに謳われるま
でに飛躍することになります。

　明治37年（1904年）、元加賀藩士早川千吉郎（三井合名理事、後の
南満州鉃道総裁）のご令弟を十二代当主に迎えます。以来十二代は、
240年の老舗に新風を入れるべく近代化を急ぎ、明治39年（1906年）
には店の組織化の下準備ともいえる店則の大改正、明治40年（1907
年）には創業以来続いた京都店の閉鎖、明治42年（1909年）には湯淺
鉄工所を創設しました。そして、第一次世界大戦後の動乱のさなか大
正8年（1919年）6月25日に「株式会社湯淺七左衛門商店」を設立、取
扱商品を旧来の打刃物から、建築金物、機械工具へと積極化させてい
きました。激動する環境下、変化に正面から立ち向かっていった当時
の姿勢は今に学ぶものがあります。

株式会社設立総会の様子

単元未満株式（1,000株未満の株式）を
お持ちの株主さまへ

［買増・買取制度の例］600株ご所有の場合

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、右記三菱
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。

▲
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）

土・日・祝日を除く
平日9：00～17：00

受付
時間

株主名簿
管理人

　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。
但し、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。

400株を
買増して

▼
合計1,000株に

600株を
当社が買取り

▼
（当社へ売却）

株主さま
600株
ご所有

買増制度をご利用

買取制度をご利用

（ ）

この報告書は植物油インキを
使用して印刷しています。

ユアサ商事は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

 ◎東京の金物御三家へ飛躍

 ◎湯淺七左衛門商店への改称

 ◎企業の近代化と工業化、そして株式会社設立

シリーズ第3回 ◆ ユアサが歩んだ「商継史」 ◆ 
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