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本資料には、将来の業績見通しおよび事業計画に関する記述が含まれています。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。
将来の業績は、経営環境の変化等により、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。
また、本資料は情報の提供のみを目的としており、当社は現時点での最新情報に更新する義務を負っていません。
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新市場区分における「プライム市場」への移行に関するお知らせ
（令和4年1月11日発表）

当社は、株式会社東京証券取引所の新市場区分で「プライム市場」を選択
し、申請を行っておりました。同取引所より当社が新市場区分で「プライム市
場」へ移行する旨の結果が公表されました。

剰余金の配当に関するお知らせ（令和4年2月9日発表）

当期実績については業績予想を上回ったものの、マスクなどの粗利率の高い商品群の
売上高構成比の減少により売上総利益率が予想を下回ったため、営業利益、経常利益
及び親会社株主に帰属する当期純利益が予想を下回る結果となりました。

令和２年開示の基本方針に基づき、配当金については親会社株主に帰属する当期純
利益を基礎として、特別損益を除外し算定します。１株当たり当期純利益は175円97銭と
なりますが、特別損益を除外し算定した140 円02銭を1株当たり当期純利益とみなすため
、上記配当金計算基準により、当連結会計年度の配当金は35円50銭となります。中間配
当金20円00銭を既に実施していますので、期末配当金は15円50銭と決定し、３月３日を
支払開始日としました。

１株当たり配当金
基 準 日 第２四半期末 期 末 合 計
当期実績 20円00銭 15円50銭 35円50銭
前期実績 16円50銭 14円00銭 30円50銭



製造業・一般消費者ネット通販企業などeビジネスルート

会社概要
創業 昭和34年（1959）5月15日

代表者

代表取締役社長 中山 哲也
公益財団法人 中山視覚福祉財団 理事長

全日本機械工具商連合会 副会長
大阪機械器具卸商協同組合 理事長

本社事務所
東京本社（東京都港区・本店登記）

大阪本社（大阪市西区）

拠点数

計93か所（令和4年（2022）1月1日現在）
国内88か所：本社2か所支店59ヵ所物流センター27ヵ所
海外5か所 ：現地法人：タイ、インドネシア

オフィス：ドイツ、台湾、タイ

資本金 50億2,237万円

証券取引所 東証一部（証券コード：9830）

従業員数 2,906名 【連結】

格付状況 A （株式会社格付投資情報センター）

事業内容
機械工具、物流機器、環境安全用品をはじめとしたプロツール
（工場用副資材）の卸売業及び自社ブランドTRUSCOの企画開発

ビジネスフロー

メーカー

2,966社
（+314社）

内、海外メーカー
304社（＋92社）

仕入先様 当社 （卸売業） 主な販売店様 5,527社 ターゲット市場（主なユーザー様）

ファクトリールート

ホームセンタールート

製造業・建設関連業

屋外作業関連・一般消費者

機械工具商・溶接材料商・管材商・
伝導機商・電材商・梱包資材商など

ホームセンター・プロショップ・
家電量販店 など

令和3年（2021）12月末時点

海外ルート 海外製造業海外ディーラーなど

➣売上高・経常利益・減価償却費の推移

（単位：億円）
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【非連結】 【連結】
＊積極的な物流・デジタル投資により、

減価償却費が増加。

売上高

経常
利益

減価償
却費

（ ）前期末比
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実績 構成比 実績 構成比
前年比
(％)

予算額
予算

構成比
予算差額

予算比
（％）

売上高 2,134億04百万円 - 2,293億42百万円 - +7.5 2,275億20百万円 - +18億22百万円 +0.8

売上
総利益

459億09百万円 21.5% 482億75百万円 21.0% +5.2 483億10百万円 21.2% △34百万円 △0.1

販売費及び
一般管理費

348億91百万円 16.4% 353億83百万円 15.4% +1.4 351億40百万円 15.4% +2億43百万円 +0.7

（うち減価償却費） 65億65百万円 3.1% 69億29百万円 3.0% +5.6 68億28百万円 3.0% +1億01百万円 +1.5

営業利益 110億17百万円 5.2% 128億91百万円 5.6% +17.0 131億70百万円 5.8% △2億78百万円 △2.1

経常利益 115億59百万円 5.4% 135億72百万円 5.9% +17.4 138億20百万円 6.1% △2億47百万円 △1.8

親会社株主に帰属する
当期純利益

80億07百万円 3.8% 116億03百万円 5.1% +44.9 119億70百万円 5.3% △3億66百万円 △3.1

１株当たり
当期純利益

121円43銭 － 175円97銭 － － 181円52銭 － △５円55銭 －

１株当たり
配当金

30円50銭 － 35円50銭 － － 35円50銭 － ±0円 －

令和2年（2020）12月期 令和3年（2021）12月期

A-① 【連結】令和3年（2021）12月期 経営成績
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・売上高 ：前年比+7.5%、予算比＋0.8％。営業日数240日（前年比+1日）。 ※営業日数は親単体の営業日数
・売上総利益率 ：21.0％ 前年比△0.5pt

⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る粗利の高い商品群の特需が一服したことで、売上総利益率が低下しました。
・販管費：株主優待廃止による広告宣伝費の減少や外部倉庫の解約により借地借家料が減少したものの、売上高増加による運賃荷造費の増加や
物流センターの建替え・増築による減価償却費の増加により、前年比＋1.4％となりました。（販管費詳細はP.２1～22参照）
・当社は、固定資産の譲渡に伴う特別利益の計上により、令和３年11月１日に親会社株主に帰属する当期純利益の上方修正を行いました。

なお、事業活動に直接関わりのない特別利益のため、令和３年2月開示の配当方針に基づき、配当金の計算から除外しています。
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営業
日数

A-②令和3年（2021）12月期 【連結】全社月次売上高/【親単体】1日当たり売上高

▮【連結】全社月次売上高 ▮【親単体】全社１日当たり平均売上高推移

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに
注文されるため、当社は1日当たりの売上高で前年との
比較を行っております。
また、多くの企業の決算月である3月は売上高が大きい
繁忙期となっています。
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当期売上高（百万円）
（ ）前期同月売上高（百万円）

18  18   23   21 18     22         20    19    20  21 20 20
(△1 ) (±0) (+2) (±0) (±0) (±0) (△1) (+1) (±0) （△1） (+1) (±0)

単月前年比（％）

当期売上高（百万円）
（ ）前期同月売上高（百万円）

単月前年比（％）
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売上
総利益率

経常利益

販売ルート 実績 構成比 実績 実績 実績 構成比 前年増加額 前年比 予算 予算差額 予算比 実績 前年比 実績 前年比

ファクトリー
ルート

1,567億65百万円 73.4% 20.9% 78億63百万円 1,646億05百万円 71.8% +78億39百万円 +5.0% 1,643億55百万円 +2億50百万円 +0.2% 20.6% △0.3pt 92億39百万円 +17.5%

eビジネス
ルート

384億17百万円 18.0% 25.3% 31億37百万円 446億68百万円 19.5% +62億51百万円 +16.3% 437億44百万円 +9億23百万円 +2.1% 23.6% △1.7pt 34億07百万円 +8.6%

ホームセンター
ルート

169億92百万円 8.0% 17.6% 2億90百万円 183億73百万円 8.0% +13億80百万円 +8.1% 177億00百万円 +6億73百万円 +3.8% 17.6% ±0.0pt 4億55百万円 +56.9%

海外
ルート

12億28百万円 0.6% 32.0% △2億10百万円 16億94百万円 0.7% +4億65百万円 +37.9% 17億20百万円 △25百万円 △1.5% 32.8% +0.8pt △32百万円 -

全社合計 2,134億04百万円 100% 21.5% 115億59百万円 2,293億42百万円 100% +159億37百万円 +7.5% 2,275億20百万円 +18億22百万円 +0.8% 21.0% △0.5pt 135億72百万円 +17.4%

令和２年(2020)12月期 令和３年(2021)12月期

売上高 売上高 売上総利益率 経常利益

▮販売セグメント別 連結売上高

B-① 【連結】販売セグメント別売上高・売上総利益率・経常利益
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▮ファクトリールート前年比：+5.0％
市場のニーズに即した在庫拡充、デジタルを活用した受発注業務の効率化を行いました。またMROストッカーの積極提案やユーザー様直
送サービスの強化など、専門性の高い営業活動を実施し、お客様の利便性向上を図りました。（９ページ参照）
▮ｅビジネスルート前年比：+16.3%
内訳は、通販企業様向けが前年比+17.2 ％、電子購買連携企業様向けが前年比+13.2％です。約276万アイテムに及ぶ商品データベースと
得意先様のシステム連携を継続したほか、４か所の物流センターに６ライン導入したI-Pack®を活用した、ユーザー様直送サービスも売上高
増加に寄与しました。（10,11ページ参照）
▮ホームセンタールート前年比：+8.1％
ホームセンター様、プロショップ様を中心に積極的に売場の改善提案を継続しました。当社の50万アイテムに及ぶ在庫と物流設備を活用し
たEC連携の強化も売上高増に寄与し、業績は堅調に推移しました。（12ページ参照）
▮海外ルート前年比：+37.9％

コロナ禍で社会活動が制限される中、ＥＣ企業に商品データ提供を加速化するなど、既存得意先様との取引を拡大しました。また、ＥＣ企業
やホームセンター企業を含む現地の新規得意先様との取引も拡大しました。（13ページ参照）
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B-② 【連結】販売セグメント別月次売上高推移表

▮ホームセンタールート月次売上高推移表

▮ファクトリールート月次売上高推移表 ▮eビジネスルート月次売上高推移表

営業
日数

営業
日数

営業
日数
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単月前年比（％）

単月前年比（％）

単月前年比（％）

当期売上高（百万円）
（ ）前期同月売上高（百万円）

当期売上高（百万円）
（ ）前期同月売上高（百万円）

当期売上高（百万円）
（ ）前期同月売上高（百万円）

(△1 ) (±0) (+2) (±0) (±0) (±0) (△1) (+1) (±0) (△1) (+1) (±0)
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売上
総利益率

実績 構成比 実績 実績 構成比 前年比 予算 予算比 実績 前年比

機械工具商 783億58百万円 50.0% 20.7% 833億78百万円 50.7% +6.4% 818億70百万円 +1.8% 20.4% △0.3pt

溶接材料商 229億88百万円 14.7% 21.2% 233億84百万円 14.2% +1.7% 240億75百万円 △2.9% 20.9% △0.3pt

その他製造業関連
（理化学・伝導機・梱包材商など）

257億03百万円 16.4% 20.7% 274億72百万円 16.7% +6.9% 270億61百万円 +1.5% 20.2% △0.5pt

建設関連 297億16百万円 18.9% 21.5% 303億70百万円 18.4% +2.2% 313億47百万円 △3.1% 21.4% △0.1pt

ファクトリールート合計 1,567億65百万円 100.0% 20.9% 1,646億05百万円 100% +5.0% 1,643億55百万円 +0.2% 20.6% △0.3pt

令和２年（2020）12月期 令和３年（2021）12月期

販売ルート
売上高

売上
総利益率

売上高

B-③ 【連結】ファクトリールート ブロック別・業種別・販売ルート別実績

▮ファクトリールート業種別売上高構成比▮ファクトリールート ブロック別売上高

▮ファクトリールート販売ルート別売上高
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売上
総利益率

実績 構成比 実績 実績 構成比 前年比 実績 前年比

通販企業向け 298億79百万円 77.8% 24.6% 350億05百万円 78.4% +17.2% 22.6% △2.0pt

オレンジコマース（電子購買）
連携企業向け

85億38百万円 22.2% 27.8% 96億62百万円 21.6% +13.2% 27.3% △0.5pt

eビジネスルート合計 384億17百万円 100.0% 25.3% 446億68百万円 100.0% +16.3% 23.6% △1.7pt

販売ルート

令和3年（2021）12月期

売上高
売上

総利益率
売上高

令和2年（2020）12月期

B-④ 【連結】 eビジネスルート売上高
▮eビジネスルート販売ルート別売上高

▮ 通販企業向け売上高 業種別売上高構成比▮通販企業向け売上高の推移

単位：億円、（ ）前年比
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アスクル様、
大塚商会様など

MonotaRO様、
ミスミ様など

Amazon様など

ヨドバシカメラ様、
ビックカメラ様など

▮プロツール限定解除について

これまで当社は、機械工具卸の本流であるプロ
ツールに特化した商品の取扱いを強化してまい
りました。近年ネット通販企業様との取組が進行
している中、通販企業様のエンドユーザー様は
主に一般消費者であり、調達の利便性向上のた
め、特定の分野ではなく幅広い商品を供給する
必要があると判断し、プロツールの限定解除を
行いました。
やみくもに解除するわけではなく、既存の仕入先
様の中で当社では取扱のなかった商品群から解
除をスタートしました。
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B-⑤ 【連結】 オレンジコマース（電子購買）連携数

▮オレンジコマース（電子購買）売上高と連携数推移

TRUSCO NAKAYAMA  Investor  Relations 11

（ ）前年比

▮オレンジコマース（電子購買）とは

ユーザー様の購買システムとトラスコ中山のシステムが連携し、
物流は販売店様との三社間で行っています。

ユーザー様が仕入原価の低減や業務の効率化を目的として、
購買の一連の流れをインターネット（システム）を利用して管理
する方式。大手ユーザー様を中心に利用されています。

オレンジコマース

トラスコ中山 販売店様
商品を
納品

ユーザー様
商品を
納品

注文データ
受信

トラスコ オレンジブック
から欲しい商品を探し、

社内システムで発注

「MROストッカー」導入件数

2021年12月末時点・・・329件

▮置き薬ならぬ置き工具「MROストッカー」

製造業や建設現場では、多岐にわたるプロツール(工場用副資材)が
使用されています。MROストッカーは「置き薬」ビジネスに、最新のIT技
術と高度なデータ分析を組合せたデジタルバリューにより、先回りして
ユーザー様の手元に必要なプロツールをMROストッカーに配備するこ
とで圧倒的なスピード「リードタイム0」を実現し、簡便なアプリにより、
必要な時に必要な分だけ商品を利用することができる、環境にも優し
いサービスです。

MROストッカー導入は、得意先様を通じてユーザー様にご紹介する

方法やユーザー様から当社特設WEBサイトにご依頼があるなど経緯
は様々ですが、当社からユーザー様へ直接販売はしておらず、必ず得
意先様を通じて MRO ストッカーの導入を進めております。
ご依頼から導入まで、大体 1 か月～ 3 か月程度です。

▮MROストッカーの運用フロー

▮MROストッカーとは

※令和3年(2021)より連携企業数の集計方法を変更しております。

©2022  TRUSCO  NAKAYAMA  CORPORATION  All   Rights  Reserved

オレンジコマース連携企業向け売上高（億円）

オレンジコマース連携企業数
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Bｰ⑥ 【連結】ホームセンタールート実績

▮ホームセンタールート
売上高推移

▮プロショップ売上高推移

▮主な取り組みについて

全国のホームセンター様、プロショップ様へ積極的に売場の提案を行っています。またネット通販事業を強化されるホームセン
ター様へは、オムニチャネルビジネスの取組も行っており、当社の総合力をもって来店されるお客様へのサービス向上につなげ
てまいります。

【プロショップとは】
プロの職人さんや工員
さんが使用する工具な
どに特化して商品を販
売している店舗を指し
ます。当社の取扱商品
と親和性が高く、売上
高が伸びている販売先
様です。

単位：百万円、％

前年比（％）

単位：百万円、％

■売場提案

取扱いアイテム数約276
万アイテム、各ルート
の膨大な販売情報など
を売場分析や企画提案
に生かし、得意先様の
売上拡大に繋がる提案
を行いました。

■ＰＢ商品提案

折りたたみコンテナ、
保護具、運搬車などの
特徴のあるプライベー
ト・ブランド商品の提
案を行い、成果に繋が
りました。

■店舗⇔ＥＣサイトの連携

当社の豊富な在庫と商品デー
タを活用し、得意先様の運営
するＥＣサイトへの商品情報
の提供や、店舗での商品引取
り・在庫情報連携・ユーザー
様直送など、オムニチャネル
への取組を強化しました。

12

前年比（％）
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B-⑦ 経営成績（単体業績）

13

▮単体業績

【参考】親会社におけるその他海外地域の売上高実績

令和3年（2021）12月期

令和3年（2021）12月期

※連結仕訳（内部取引相殺など）の影響で、連結
海外ルートの売上総利益率は単体より高くなって
います。

※1バーツ：3.43円 ※1ルピア=0.0081円

©2022  TRUSCO  NAKAYAMA  CORPORATION  All   Rights  Reserved

売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比

売上高 2,289億06百万円 － +7.4% 7億28百万円 － +27.0% 3億31百万円 － +60.6%

売上総利益 480億08百万円 21.0% +5.0% 1億65百万円 22.7% +29.5% 84百万円 25.6% +91.0%

販売費及び
一般管理費

351億04百万円 15.3% +1.4% 1億41百万円 19.5% △3.7% 1億35百万円 40.9% +15.0%

うち減価償却費 68億59百万円 3.0% +5.6% 21百万円 3.0% △22.5% 48百万円 14.7% +18.7%

営業利益 129億03百万円 5.6% +16.2% 23百万円 3.2% － △50百万円 － －

経常利益 135億96百万円 5.9% +16.9% 23百万円 3.3% － △47百万円 － －

当期純利益 116億35百万円 5.1% +43.9% 23百万円 3.3% － △47百万円 － －

トラスコ中山　親単体 トラスコナカヤマ タイランド トラスコナカヤマ インドネシア

売上高
売上

総利益

その他海外地域への売上高実績
（フィリピン、中国、韓国など）

実績 6億35百万円 1億72百万円

率 - 27.1%

前年比 +41.3% +54.3%
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B-⑧ 【親単体】令和3年（2021）12月期 売上分析

▮令和3年（2021）12月期 売上分析
（単位：百万円）

228,906
（+7.4%）

213,205

設備投資の回復等に
よる需要増加分

製造業の回復等による
需要増加分

季節商品
減少分

令和2年（2020）
12月期 売上高

令和3年（2021）
12月期 売上高

売上高 15,700百万円増加

【製造業の回復等による消耗品需要増加分】+12,194百万円
・ハンドツール（手作業工具、電動工具等） ：＋3,265百万円
・作業用品（接着剤、梱包用品等） ：＋3,012百万円
・環境安全用品（墜落防止に係る保護具等） ：＋2,074百万円 など

【設備投資の回復等による需要増加分】+4,019百万円
・物流保管用品（運搬用品、荷役用品等） ：＋2,354百万円
・工事用品（金物、建築資材等） ： ＋1,665百万円 など

【季節商品減少分】△136百万円
・冷房用品 : △136百万円

≪主な内訳≫

+12,194
+4,019

△376△136

その他減少分

©2022  TRUSCO  NAKAYAMA  CORPORATION  All   Rights  Reserved



商品分類（大分類） 中分類 全社売上高 構成比 前年比 粗利率 商品分類（大分類） 中分類 全社売上高 構成比 前年比 粗利率

1.切削工具 ① 切削工具 3,470 1.5 +17.3 11.3 6.環境安全用品 ㉕ 保護具 21,598 9.4 +3.0 23.2

② 穴あけ・ネジきり工具 3,751 1.6 +5.0 22.2 ㉖ 安全用品 9,862 4.3 +9.4 25.6

2.生産加工用品 ③ 測定計測 9,018 3.9 +7.8 15.8 ㉗ 環境改善用品 2,022 0.9 +11.4 19.6

④ メカトロニクス 3,603 1.6 +6.9 15.6 ㉘ 冷暖房用品 3,846 1.7 △3.4 15.3

⑤ 工作機工具 2,136 0.9 +6.3 23.6 ㉙ 防災・防犯用品 1,153 0.5 +28.8 21.0

⑥ 電動機械 2,604 1.1 +7.8 11.1 ㉚ 物置・エクステリア用品 1,932 0.8 +7.5 19.9

3.工事用品 ⑦ 油圧工具 1,861 0.8 +2.4 11.5 7.物流保管用品 ㉛ 荷役用品 7,158 3.1 +6.3 17.5

⑧ ポンプ 3,325 1.5 +5.7 16.4 ㉜ コンベヤ 1,128 0.5 +2.6 15.8

⑨ 溶接用品 2,122 0.9 +5.4 17.9 ㉝ 運搬用品 9,506 4.2 +14.6 22.8

⑩ 塗装・内装用品 2,352 1.0 +4.7 25.8 ㉞ コンテナ・容器 3,747 1.6 +10.1 30.6

⑪ 土木建築 2,467 1.1 △0.3 12.8 ㉟ スチール棚 3,609 1.6 +10.8 26.9

⑫ はしご・脚立 3,063 1.3 +6.6 22.0 8.研究管理用品 ㊱ ツールワゴン 944 0.4 +5.1 28.7

⑬ 配管・電設資材 3,876 1.7 +13.6 23.2 ㊲ 保管・管理用品 1,239 0.5 +12.5 31.4

⑭ 部品・金物・建築資材 7,222 3.2 +9.4 27.1 ㊳ 作業台 1,548 0.7 +17.2 30.3

4.作業用品 ⑮ 切断用品 1,447 0.6 +8.8 21.8 ㊴ ステンレス用品 1,893 0.8 +6.4 18.3

⑯ 研削・研磨用品 7,125 3.1 +5.2 23.1 ㊵ 研究開発関連用品 4,241 1.9 +0.3 18.7

⑰ 化学製品 21,656 9.5 +7.6 21.7 9.オフィス住設用品 ㊶ 清掃用品 6,144 2.7 +7.7 21.8

⑱ 工場雑貨 3,887 1.7 +4.7 16.2 ㊷ 文具用品 2,297 1.0 +15.9 19.3

⑲ 梱包結束用品 5,574 2.4 +12.4 31.3 ㊸ オフィス雑貨 3,093 1.4 +2.1 27.0

⑳ キャスター 2,903 1.3 +8.2 18.3 ㊹ 電化製品 3,282 1.4 +0.7 22.3

5.ハンドﾂｰﾙ ㉑ 電動工具・用品 10,014 4.4 +7.3 14.6 ㊺ OA事務用機器 2,013 0.9 +21.6 25.8

㉒ 空圧工具用品 6,232 2.7 +8.3 18.1 ㊻ 事務用家具 3,616 1.6 +2.8 24.7

㉓ 手作業工具 19,530 8.5 +11.1 21.3 ㊼ インテリア用品 319 0.1 +20.7 17.8

㉔ 工具箱 1,906 0.8 +8.7 29.9 10.その他 ㊽ 全体 1,552 0.7 △18.4 △28.4

(単位：百万円、％） 228,906 100.0 +7.4 21.0合計

B-⑨ 【親単体】令和3年（2021）12月期 商品分類別売上分析（大分類・中分類）

▮大分類別売上高グラフと中分類内訳
構成比(%)
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17.6

11.0

4.3

9.1

0.7

3.1

11.5

18.6

16.5

7.6

生産現場の回復により、工場の生産に係る商品群や設備投資に係る商品群が増加しました。またフルハーネスの着用が
義務化される法改正により、ハーネスの需要が増加、新型コロナウイルス感染症予防に係るマスクや保護服の需要は一服
しました。
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▮令和3年（2021）12月期 売上増減グラフ

（単位：百万円）

TRUSCO NAKAYAMA  Investor  Relations

★：新型コロナウイルス感染症関連需要

+百万円

△百万円

0

売
上
増
加

売
上
減
少

B-⑩ 【親単体】令和3年（2021）12月期 商品分類別売上分析（小分類）
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B-⑪ 【親単体】令和3年（2021）12月期 トラスコ オレンジブック掲載カテゴリ別売上高

TRUSCO NAKAYAMA  Investor  Relations 17

●お客様の利便性を高めるツール

掲載商品数：約508,000アイテム（2022年版）
掲載メーカー数：1,948社
総ページ数 ：16,824ページ
年間発行部数 ：181,000部
サイズ ：A4判

公開アイテム数：約276万点
システム受注率：85.3％
商品の安全データシートや図面、
含有物調査票もダウンロード可能
24時間対応

プロツールの商品検索や購入を目的とした総
合サイト。商品見積・注文・返品が可能で、リア
ルタイムで在庫が確認できます。一昨年リニュー
アルし、検索性や利便性が更に向上しました。

モノづくり現場で必要とされるあらゆるプロ
ツールを掲載しているカタログ。紙カタログの
見やすさとWEBの携帯性・検索性を融合した
「トラスコ デジタルオレンジブック」も提供して
います。

得意先様との新しいコミュニケーションツール
として、得意先様が気軽に商品について問い合
わせができ、最新の情報を受信できるサービス
です。

～「T-Rate（トレイト）」の機能～
❶当社担当者とのチャット機能
❷配達便の到着時刻や配達商品などがわかる

配送状況確認機能
❸当社の活動やPR商品をメッセージ配信する

タイムライン機能

分類 売上高 前年比 分類 売上高 前年比 分類 売上高 前年比

1.切削工具 77億29百万円 +10.4%9.手作業工具 176億86百万円 +10.0%17.搬送機器 93億50百万円 +12.7%

2.工作機工具 25億41百万円 +8.4%10.電動・油圧・空圧工具 217億78百万円 +7.0%18.清掃・衛生用品 125億03百万円 +3.9%

3.測定・計測用品 99億64百万円 +11.2%11.保護具 223億84百万円 +1.6%19.環境改善用品 95億21百万円 +7.9%

4.メカトロ部品 30億54百万円 +7.1%12.安全用品 52億83百万円 +9.5%20.園芸用品 17億40百万円 △11.3%

5.金物・建築資材 82億62百万円 +8.6%13.梱包用品 157億93百万円 +7.6%21.オフィス・住設用品 101億32百万円 +7.0%

6.空圧用品 50億66百万円 +16.2%14.工事・照明用品 208億60百万円 +3.4%22.研究用品 55億93百万円 +9.0%

7.電子機器 45億06百万円 +22.0%15.荷役用品 80億34百万円 +4.5%

8.化学製品 140億83百万円 +7.5%16.物流・保管用品 131億27百万円 +11.4%
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B-⑫ 【親単体】令和3年（2021）12月期 プライベート・ブランド（PB）商品売上高

▮ＰＢ売上高商品分類別構成比

▮プライベート・ブランド（PB）商品
「プロフェッショナルな技にプロフェッショナルなクオ
リティで応えたい」という想いから誕生した自社ブラ
ンド「TRUSCO」。可能な限りひと工夫を加え、工場

用副資材のブランドの中で最も幅広く、毎年約
10,000アイテムの新規商品を開発しています。
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プライベート・ブランド商品においても新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る環境安全用品の需要が一服しました。その他の商品群に関しては製造現
場の戻りから前年に比べ、増加傾向にありました。

▮ＰＢ商品 セグメント別・商品分類別売上高 （単位：百万円） ※海外ルートは除く

▮ＰＢ商品 売上高推移
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占有率

粗利率

単位：百万円、（ ）前年比
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構成比 19.0% 構成比 19.3% 構成比 23.4% 構成比 5.2%

粗利率 36.2% 粗利率 36.2% 粗利率 36.6% 粗利率 31.3%

売上高 前年比 売上高 前年比 売上高 前年比 売上高 前年比

合計  43,445 +5.2% 31,753 +4.0% 10,452 +10.4% 954 △9.4%

切削工具 698 +3.0% 503 +3.2% 117 +1.4% 68 +1.8%

生産加工用品 1,562 +8.2% 1,134 +6.5% 383 +13.7% 18 △13.1%

工事用品 3,749 +8.1% 2,676 +5.5% 991 +15.9% 60 △0.5%

作業用品 7,816 +6.1% 6,171 +5.0% 1,508 +10.8% 79 +0.0%

ハンドツール 4,470 +5.1% 3,148 +4.2% 1,126 +8.2% 120 △13.5%

環境安全用品 7,142 △9.2% 5,408 △9.2% 1,595 △5.2% 118 △41.9%

物流保管用品 10,478 +12.2% 7,393 +11.7% 2,596 +16.2% 448 +0.2%

研究管理用品 3,380 +12.2% 2,508 +9.1% 850 +22.6% 2 △15.1%

オフィス住設用品 4,142 +7.1% 2,807 +5.1% 1,281 +11.9% 35 +29.3%

その他 3 △24.7% 0 +1.0% 0 +0.0% 3 △24.7%

全体 ファクトリー eビジネス ホームセンター
セグメント

商品分類



C-① 仕入先数及び新規掲載商品売上高／在庫ｱｲﾃﾑ数及び出荷率／販売口座数及び法人数

▮ 【親単体】在庫アイテム数及び在庫出荷率の推移▮【親単体】仕入先数の推移及び全社売上高における
トラスコ オレンジブック新規掲載商品 売上高推移

※②在庫出荷率＝在庫から出荷した商品の行数÷全注文行数

▮ 【連結】販売口座数及び法人数の推移

※令和元年(2019)より海外子会社を含む法人数・口座数を
追加しています。

※①売上高のうち4％程度は、その年に商品カタログ「トラスコ
オレンジブック」へ新規掲載された商品の売上高で構成され
ています。

約5%
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約4%
約4%

約5%
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約4%

社

億円

口座

社

億円

アイテム

％

(※③）

※③小規模法人の廃業等により法人数は横ばいですが、多店舗を
持つ法人とのお取引が増加しているため、口座数は増加傾向
にあります。

(※②）

(※①）
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+9.4

計 32,465,061 85.3% 148,790 65.0% +10.5

ＥＯＳ
ホームセンター電子発注システム 8,223,517 21.6% 17,212 7.5%+8.1

+9.8

オレンジコマース
ユーザー様購買システムとの連携 806,155 2.1% 5,272 2.3% +22.2+18.5

△72.1 △72.7
DOTKUL　（ドットクル）
ＦＡＸ-OCR 67,420 0.2% 297 0.1%

受注実績
受注行数

（行）
行数占有率

受注金額
（百万円）

金額占有率

+8.8

トラスコＥＤＩ
販売店様発注システムとのデータ連携 +18.7

トラスコ オレンジブック.Com
（販売店様、ユーザー様用）インターネット受発注 15,151,870 39.8% 96,318 42.1%

8,216,099 21.6% 29,689 13.0%

行数
前期末比(%)

+7.4

+18.6

金額
前期末比（%）

C-② 【親単体】物流データ
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台数 前期末比

総配達便数 278台 +8台

傭車便（契約配達便） 161台 +1台

自社配達便 117台 +7台

社内間配送便 30台 △2台

傭車便（契約便） 27台 △1台

自社便 3台 △1台

配達便・社内間輸送便 計 308台 +6台

▮配達便・社内間配送便 台数 ▮納品区分の実績

配達便について

配送ルートや在庫の社内移動を
効率化することで配達便・社内間
配送便の見直しをすすめ、台数の
適正化を図っています。

また、お客様へのサービス向上
を目指し、自社配達便（当社社員
による配達便）の台数を増やして
います。現在の自社便率は42.1％
です。今後は自社便率50％まで高
めていく予定です。

【受注行数ベース】

▮システム受注実績

C-③ 【親単体】システム稼働状況

当社の商品データを連携させることにより、
お客様への利便性向上を図ります。
システム受注率は年々増加傾向です。

※①ユーザー様直送については
依頼された得意先様に運賃を
ご負担いただいております。

（※①）

（※②）
※②FAX-OCR DOTKUL（ドットクル）は利用率

の低下により、2021年5月にサービスを
終了しました。
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令和２年
（2020）

販管費額

D-① 【連結】令和3年（2021）12月期 販売費及び一般管理費の主な増減内容
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単位：百万円、（ ）前年比

販管費 491百万円増加

34,891

35,383
（＋1.4%）

＋364

減価
償却費

（＋5.6％）
△215

借地
借家料

（△39.0％）

△45
その他

（△0.2％）

減価償却費の主な増加要因

・物流センターの建屋・物流機器
プラネット南関東の建替棟・マテハン機器など（＋424百万円）
プラネット東北の増築棟・マテハン機器など（＋193百万円）

令和3年
（2021）

販管費額

＋490

運賃及び
荷造費

（＋7.8％）

広告宣伝費の主な減少要因

・株主優待廃止関連費用（△171百万円）

修繕費の主な増加要因

・プラネット東北地震に伴うマテハン修繕費
（+121百万円）

借地借家料の主な減少要因

・物流センターの外部倉庫解約
（△199百万円）

△91
（△16.3％）

消耗品費

△234

広告
宣伝費

（△31.5％）

＋224

修繕費
など

（＋77.7％）
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※詳細は次頁に記載



D-② 【連結】令和3年（2021）12月期 販売費および一般管理費の詳細

▮販売費及び一般管理費の詳細 （単位：百万円、％） 【親単体】主な項目について
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（ ）前年比

・プラネット東北地震に伴うマテハン修繕費
（+121百万円）

・物流センターの建屋・物流機器

プラネット南関東の建替棟・マテハン機器など
（+424百万円）
プラネット東北の増築棟・マテハン機器など
（+193百万円）

・出荷量増加等による影響（+477百万円）
うち、ユーザー様直送の増加（+259百万円）
注）ユーザー様直送については依頼された

得意先様に運賃をご負担いただいてお
ります。

⇒出荷個数 283万個（+60万個）
【参考】

傭車台数 188台（前期末比±0台）
自社社員配達便 117台（前期末比 +7台）

・昨年の基幹システムリニューアルに係る
初期対応費用（△289百万円）

・新規プロジェクトに係る費用（+201百万円）

・株主優待廃止関連費用（△171百万円）
・60周年記念誌発刊費用（△28百万円）

・物流センターの外部倉庫解約
（△199百万円）
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No. 実績 売上高構成比 実績 売上高構成比

1 給 料 及 び 賞 与 12,107 5.7 12,159 5.3 +52 +0.4
2 減 価 償 却 費 6,565 3.1 6,929 3.0 +364 +5.6
3 運 賃 及 び 荷 造 費 6,292 2.9 6,782 3.0 +490 +7.8
4 支 払 手 数 料 2,378 1.1 2,321 1.0 △57 △ 2.4
5 福 利 厚 生 費 2,140 1.0 2,197 1.0 +56 +2.7
6 租 税 公 課 1,349 0.6 1,379 0.6 +30 +2.2
7 広 告 宣 伝 費 744 0.3 509 0.2 △234 △ 31.5
8 消 耗 品 費 564 0.3 472 0.2 △91 △ 16.3
9 旅 費 及 び 交 通 費 485 0.2 472 0.2 △13 △ 2.8

10 役 員 報 酬 418 0.2 404 0.2 △13 △ 3.2
11 通 信 費 391 0.2 400 0.2 +9 +2.4
12 借 地 借 家 料 553 0.3 337 0.1 △215 △ 39.0
13 水 道 光 熱 費 347 0.2 322 0.1 △24 △ 7.1
14 車 両 費 237 0.1 269 0.1 +32 +13.8
15 交 際 費 20 0.0 25 0.0 +5 +25.0
16 賞与引当金繰入額 15 0.0 17 0.0 +1 +9.8
17 販 売 促 進 費 △ 8 △ 0.0 △132 △ 0.1 △124 ー
18 そ の 他 288 0.1 513 0.2 +224 +77.7

計 34,891 16.4 35,383 15.4 +491 +1.4

令和２年（2020）12月期 令和３年（2021）12月期 前年
増減額

前年比



▮貸借対照表
(単位：百万円)

D-③ 【連結】令和3年（2021）12月期 財務諸表
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貸借対照表について
➀商品（在庫金額）
取扱商品アイテム数を拡大しつつ、1品目当たりの在庫数にお

いては、商品の地域特性や販売頻度を考慮し、全国の物流セ
ンターにおいて適正数量への見直しを行っています。

②固定資産

当社では、「持つ経営」を実践しており、事業の根幹を支える物
流センター、本社ビル、支店、データセンター、自社配達便のト
ラック、営業車などを自社所有しています。

▮キャッシュ・フロー計算書

自己資本比率：64.0%

令和２年(2020) 令和３年(2021) 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,068 15,926 +858

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,743 △4,596 +4,146

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,722 △2,243 △9,965

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 18 +52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,014 9,105 △4,908

現金及び現金同等物の期首残高 18,330 32,344 +14,014

現金及び現金同等物の期末残高 32,344 41,449 +9,105
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（令和3年12月31日現在） 単位：百万円

科目 金額 科目 金額
（資産の部） （負債の部）
　流動資産 116,006 　流動負債 42,430  
　　現金及び預金 41,469  　　買掛金 16,526  
　　売掛金 28,962  　　短期借入金 17,000  
　　電子記録債権 2,132   　　未払金 3,827   
　　商品 42,627  　　未払法人税等 2,898   
　　その他 814     　　賞与引当金 17      
　　貸倒引当金 △1      　　その他 2,160   
　固定資産 107,066 　固定負債 37,971  
　　有形固定資産 98,194  　　長期借入金 35,000  
　　　建物及び構築物 50,340  　　長期預り保証金 2,726   
　　　機械装置及び運搬具 7,988   　　役員退職慰労引当金 151     
　　　工具、器具及び備品 1,743   　　その他 94      
　　　土地 37,895  　負債合計 80,402  
　　　建設仮勘定 226     (純資産の部)
　　無形固定資産 5,403   　株主資本 142,477 
　　　ソフトウエア 5,150   　　資本金 5,022   
　　　ソフトウエア仮勘定 244     　　資本剰余金 4,711   
　　　その他 8       　　利益剰余金 132,822 
　　投資その他の資産 3,468   　　自己株式 △78     
　　　投資有価証券 2,967   　その他の包括利益累計額 192     
　　　繰延税金資産 34      　　その他有価証券評価差額金 678     
　　　再評価に係る繰延税金資産 155     　　土地再評価差額金 △353    
　　　その他 321     　　為替換算調整勘定 △133    
　　　貸倒引当金 △10     

　純資産合計 142,669 
　資産合計 223,072 負債・純資産合計 223,072 



D-④ 【連結】令和3年（2021）12月期 設備投資等の状況

設備投資額に関して

・設備投資予定額には、計画中のものも含まれている
為、投資金額は変動する場合がございます。

・第59期はキャッシュアウトベースの金額にて記載しております。
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令和４年（2021）12月期の減価償却費は
約68億円（前年比△0.7億円）を予定しております。

▮主な設備投資の実績と予定

▮設備投資額の推移

171

87億円

144

親単体 連結

80

197
設備

令和3年（2021）12月期 設備投資実績：87億99百万円

デジタル

土地、建物

（単位：億円）
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令和3年（2021）
投資実績額

令和4年（2022）
投資予定額

物流センター 1,584 3,630

その他 5,721 -

プラネット埼玉 588 333

その他 148 296

8,799 8,209

758 3,950

年間設備投資額

I-Pack®（アイパック）増設、オートストアへのピッキングロボット導入、AMR導入　等

各種社内外サイト改修（ステラ、オレンジコマース、勤怠システムなど）、システム改修関連

設備
各物流センター、ストックセンターへの各種機器導入・増設　等

新ECサイト「クロス」開発、物流ネットワーク強化、需要予測などAI開発　等
システム

土地・建物

プラネット愛知新築、HC東日本物流センター移転、プラネット東関東増築、
プラネット大阪第2倉庫増築　等

主な設備投資　内訳　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

大阪本社　購入、社員寮　購入　等



１．I-Pack®（高速自動梱包出荷ライン）1ライン増設
⇒需要の多い小物商品が梱包可能なラインを増設いたしました。

出荷能力：720CS/h(1ライン)、約24人分
59期投資実績額：約2.7億円
導入センター：プラネット東北、

埼玉（3ライン）、東海、大阪 計6ライン
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Dｰ⑤ 現在進行中の主な設備投資(1)

▮プラネット埼玉 物流能力強化
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３．ＡＭＲ（自立制御型ロボット）導入
⇒特に労力と手間のかかる大物、大量商品の入荷後などのパレット

搬送時に活用し、省人化による作業工数削減に貢献しています。

直進速度：5.8km/h 導入台数：11台
60期投資予定額：約1.5億円

２．パレタイズロボット導入
⇒荷積みや荷下ろしの作業を行うロボットで、主にI-Pack®で

梱包された商品の仕分けに活用し、正確性と作業品質の向上
につなげます。
仕分け能力：300件/ h 導入台数：1台
60期投資予定額：約１億円
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Dｰ⑥ 現在進行中の主な設備投資(2)
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１．プラネット愛知 新設

▮所在地 ：愛知県北名古屋市
（北名古屋沖村西部

土地区画整理事業地）
▮敷地面積：12,595坪
▮60期までの投資金額：約34.1億円
▮借地料：月額約570万円
▮総投資額：約200億円（計画中）

２．HC東日本物流センター移転

▮所在地 ：新潟県三条市福島新田
▮敷地面積：7,958坪
▮60期までの投資金額：約3.8億円
▮総投資額：約50億円（計画中）

▮各物流センター・社屋 新築・増築・移転計画

３．プラネット東関東 増設

▮所在地 ：千葉県松戸市
（既存のプラネット東関東と同場所）

▮増築面積：1,821坪
▮60期までの投資金額：約13億円

現在、土地を取得しどのような物
流機器をどのような配置で配備す
ると効率が最大化するかをシミュ
レーションしており、庫内の最適化
を目指しています。

既存のＨＣ東日本物流センター
が在庫拡充により手狭となった
ため、近隣の土地に移転を行い
ます。新しいＨＣ東日本物流セン
ターへは、ホームセンター向けの
商品はもちろん、海沿いの土地
を活かし、海外から納入される商
品も在庫予定です。

現在のプラネット東関東の隣地
に新たに在庫保有施設を増設し
ます。増設部分にはバケット自動
倉庫を導入し、小さいサイズで多
品種の商品が在庫できるような
レイアウトを予定しています。
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令和3年（2021）
12月期 実績

令和4年（2022）
12月期 計画※

構成比
（％）

前年比
（％）

売上高
(収益認識基準適用前) 229,342 243,500

(246,169)
－

－
(＋7.3)

売上総利益 48,275 51,720 21.2 －

販売費及び一般管理費 35,383 37,470 15.4 －

（うち、減価償却費） 6,929 6,853 2.8 －

営業利益 12,891 14,250 5.9 －

経常利益 13,572 14,600 6.0 －

親株主に帰属する
当期純利益 11,603 9,960 4.1 －

1株当たり配当金 35円50銭 38円00銭 － －
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E-① 第60期 経営計画

この経営計画は本資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは異なる可能性があります。
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単位：百万円、％

・令和４年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の連結業績予想は
当該会計基準等を適用した後の数値となっています。これにより、対前期及び対前年同四半期増減率は記載していません。

・当該会計基準等を適用しない場合の第60期 令和4年12月期（2022）売上高 計画（連結）は2,461億69百万円（前年比＋7.3％）です。
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E-② 【連結】第60期 セグメント別 経営計画

この経営計画は本資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは異なる可能性があります。
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▮セグメント別 経営計画 単位：百万円、％

令和４年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、

上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の数値となっています。これにより、対前期及び
対前年同四半期増減率は記載していません。

令和3年（2021）
12月期 実績

令和4年（2022）
12月期 計画※

前年比
（％）

ファクトリールート 164,605 171,782 ー

ｅビジネスルート 44,668 50,097 ー

ホームセンタールート 18,373 19,455 ー

海外ルート 1,694 2,164 ー

合計 229,342 243,500 ー



E-③ 【連結】 第60期 販売費及び一般管理費

第60期予想：374億70百万円※ 主な内訳は下記 （ ）前年比

（1） 運賃荷造費 72億31百万円（+6.6％／+4億49百万円）
①売上高増加による出荷個数増加予想
②各セグメントでの「ユーザー様直送」取り組み強化により、出荷個数の増加を予想

※ユーザー様直送に係る運賃は、お客様にご負担いただいています。

（2） 支払手数料 25億93百万円（+11.7％／+2億71百万円）
①社内イントラネット構築費用（office365の導入）
②基幹システムの体制強化

（3） 従業員給与及び賞与 123億75百万円（+1.8％／+2億15百万円）
①2022年度新入社員入社：83名（前年比＋40名）
②社員数は横ばい予想だが、前期のパート社員の採用で給与増加

減価償却費 68億53百万円（△1.1％／△76百万円）
前期に大型投資が少ない影響で増減額は微減

増 加 要 因

減 少 要 因
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令和４年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の

連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の数値となっています。これにより、対前期及び対前年同四半
期増減率は記載していません。
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F－① トラスコのサステナビリティ（1）

30

▮基本方針

～TSV（TRUSCO Shareｄ Value）～
当社は、プロツールサプライヤーとして、いつの時代も日本のモノづくりのお役に立ち続ける企業でありたいと考えています。「人や社会のお役に立てて
こそ事業であり、企業である」というこころざしのもと、事業を通じて社会価値と企業価値の両方を生み出すことで、社会課題の解決や持続可能な地域
社会へ貢献します。

※TSV（TRUSCO Shared Value） はTRUSCO＋CSV（Creating Shared Value：共有価値の創造）から命名しています。

TRUSCO NAKAYAMA  Investor  Relations

▮重要課題（マテリアリティ）

基本方針（TSV）をもとにサステナビリティ上の重要課題（マテリアリティ）を特定しました。これらの重要課題に事業を通じて取組み、持続可能な社会へ
つなげていきます。

①サプライチェーンの全体最適化

モノづくりを支えるプラットフォーマーとなり、サプライチェーンを
最適化することで、人にも環境にも優しい
サステナブルなプロツール流通を実現します。

②多様化するニーズに応える商品の企画・開発

多様化するモノづくり現場のニーズ、トレンドを捉え、
当社オリジナルの価値をＰＢ商品開発で提供することで、
モノづくりの合理化や、生産性向上、競争力強化に貢献します。

③個人の能力を最大限発揮できる
環境整備と人材育成

モチベーションを常に高く保ち、一人ひとりが持つ能力を十分に発揮
できる環境を整えることで、企業の成長につなげます。

⑥取捨善択を判断基準とするガバナンス

経営の公正性及び透明性を高め、迅速かつ的確な意思決定の下、
法律、社会規範に則した事業活動を行います。

④事業活動を通じた環境への取組み

当社では事業活動、ＰＢ製品などにおいて、自社のみでなく、
自社製品を使用するユーザー様まで環境負荷低減に貢献し、
日本の製造業の環境活動のお役に立ちます。

⑤縁ある人々・地域社会への貢献

障がい者支援、協賛や広告を通じた地域・社会とのコミュニケー
ションを通じて、縁ある人々との関係性を大切にします。

©2022  TRUSCO  NAKAYAMA  CORPORATION  All   Rights  Reserved



F－② トラスコのサステナビリティ（2）

31TRUSCO NAKAYAMA  Investor  Relations

一般的に、修理対象商品のカテゴリごとに依
頼先が異なることが多いですが、「直治郎」サ
ービスを活用することで、当社に一括依頼す
ることができます。また配送ドライバーや営業
担当者が随時商品を回収するため、基本的
に得意先様の梱包の手間や送料は不要とな
り、プロツールの再利用と得意先様の効率を
両立した固定費型物流だからこそ実現できる
サービスです。2022年1月からは直治郎課を
再設し、サービスの浸透・向上に努めます。

▮修理サービス売上高（百万円）

事業活動を通じた環境への取組み

▮「TRUSCO」商品の環境対応

自 社 ブ ラ ン ド「TRUSCO」の商品企画開発において「省資

源」「ゴミを減らす」「長く使える」など環境基準を定め、製品
設計から商品の使用、廃棄に至るまでの各側面から環境に
配慮した商品開発を進めています。既存の商品についても
、容器梱包の見直しを行い、パッケージの減容化や、ダース
入りをやめることによって積載効率の向上や容器梱包に使
用する資源の削減を進めています。

▮修理工房「直治郎（なおじろう）」

▮トラスコ発電所（全国19か所）

物流センターや支店、本社社屋の屋上や壁面に自社発電設備の設置を進めて
います。今後も社屋の新設時には太陽光パネルの設置を行い、再生可能電力の
自社発電能力を2025年までに3,500㎾にすることを目指しています。

▮年間発電量合計 260万4,757kWh
▮再生可能エネルギー電力自給率 16.5％

▮ごみの出ない物流

遠方のお客様へ商品をお届けする際は、自社ブランド
「TRUSCO」の「リターンクッション」という独自開発の緩衝材を
使用し、折りたたみコンテナに入れて出荷しています。

これらは何度も繰り返し利用でき、ごみの削減のため活用し
ています。

▲ＴＲＵＳＣＯ リターンクッション ２０Ｌ用 イエロー（TRC-20L-Y）

当社では事業活動における環境負荷の低減、環境に配慮したPB
の企画開発、積極的なリサイクル・リユース・リターナブルを実施し
ています。自社のみでなく、自社製品を使用するユーザー様までサ
プライチェーンの全体の環境負荷低減に取組むことで、サステナブ
ルな流通を目指しています。社内ではTSV（Trusco Shared Value）活
動と称し、従業員一人ひとりの認識を高め、浸透を図っています。
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F－③ トラスコ スキルマトリックス（令和3年12月17日開示）

32TRUSCO NAKAYAMA  Investor  Relations

既存の評価制度“オープンジャッジシステム（OJS）”と融合し、独自の評価制度実現へ

【TRUSCO スキルマトリックスについて】

当社では代表取締役社長の最も重要なスキ
ルは「戦略や施策、制度の発案」であると考
えています。代表取締役社長については独創
経営を目指す経営者として発案した戦略、施
策、制度を開示しています。取締役（上席執
行役員・監査役については経験や実績から判
断した11項目のスキルの有無に加えて、長年
の制度運用の中でしっかりと当社に根付いた
オープンジャッジシステム（OJS）を併用す
ることで、評価の公平性と客観性を高めてい
ます。なお代表取締役社長のOJSについては
、株主総会にご出席された株主様からの投票
結果を重要な評価指標（社長 OJS）として開
示しています。

【オープンジャッジシステム（OJS）】
公正で客観性の高い評価を行うことを目

的に導入された全従業員対象の相互人事評価
制度です。

該当ページ：http://www.trusco.co.jp/csr/skillmatrix.html
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令和元年
（2019）
6月末

令和元年
（2019）
12月末

令和2年
（2020）
6月末

令和2年
（2020）
12月末

令和３年
（2021）
6月末

令和3年
（2021）
12月末

株主合計 19,776 40,106 23,697 16,336 14,903 14,406

単元株主 19,054 39,494 22,887 15,514 14,030 13,528

単元未満株主 721 611 809 821 872 878

自己名義株式 1 1 1 1 1 0

金融機関・証券会社 73 61 64 65 69 61

国内法人 563 690 574 553 544 533

外国法人等 210 252 210 201 203 203

個人その他 18,929 39,102 22,848 15,516 14,086 13,608

自己名義株式 1 1 1 1 1 1

参考資料①－株式情報

▮株主情報
（単位：名）

▮株価指数の推移
平成22年（2010）1月を100とした場合の各指標の動きを数値化しています。

トラスコ中山（2,731円）

日経平均（28,791円71銭）

TOPIX(1,992.33pt)

▮ ROE推移
＜ROEに対する考え方＞

当社では、企業価値向上のための継続的な投資をすることで利益を拡大
し、長期的かつ安定的に上昇させることが重要だと考えています。お客様
の利便性向上を大切にし、事業の結果としてROEが高まるというのが本来
の姿であると考えています。

令和3年（2021）12月平成22年（2010）1月

432.1 

282.3

221.1

（単位：％）
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2022年2月3日（木）

当社株価 終値
2,486円

日経平均株価 終値
27,241円31銭

TOPIX
1,919.92pt

日経平均（10,198円04銭）

トラスコ中山（632円）

TOPIX(901.12pt)

当社では、株主様への感謝と、より多くの方々に当社株式を保有いた
だくことを目的に株主優待制度を平成6年度に導入し、以来、株主様数は
順調に増加し、第58期（2020）末には約５万名になることが予想されまし
た。

それに伴い、株主様優待商品の費用が第57期（2019）は約1億8千万円
と、年々増加傾向にありました。

当社ではモノづくり現場でのニーズにお応えするため、今後も物流設備
や情報システム（デジタル）への投資が必要であることから株主優待制
度を見直し、さらなる成長のための投資につなげることといたしました。

▮株主優待制度の廃止について
【令和2年（2020）8月21日発表】
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平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

ROE 9.3 8.3 7.5 6.1 8.4



参考資料②－業界での指数比較

▮同業界の商社、直販企業（上場企業）の業績

※連結決算を発表している会社は連結決算の数値を記載しています。
※各数値は令和３年（2022）2月9日時点で公表されている実績及び予想を記載しています。
※時価総額は、2022年2月4日（金）の終値にて記載しています。
※フルサト工業は時価総額のみ経営統合後のフルサトマルカHDの数値にて記載しています。

（単位：百万円、％） 敬称略

（単位：百万円、％） 敬称略
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機械工具業界の商社には下記のような企業がありますが、卸売業・小売業で事業展開が異なり、それぞれ取扱う主力商品も異なっています。
当社は工作機械などの大型機械の取扱いは無く、消耗品の取扱いが中心ですので景況感の影響を受けにくくなっております。
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売上高 前年比

㈱山善 2022年 3月 予算 485,000 - 897

ユアサ商事㈱ 2022年 3月 予算 471,000 - 650

㈱日伝 2022年 3月 予算 110,000 - 701

フルサト工業㈱ 2021年 3月 実績 89,478 △14.5 568

㈱ＮaＩＴＯ 2022年 2月 予算 43,000 - 93

杉本商事㈱ 2022年 3月 予算 43,850 - 220

トラスコ中山㈱ 2021年 12月 実績 229,342 + 7.5 1,649

７社合計 ー  1,471,670.0 - 4,778

　

時価総額
（億円）

決算月

【卸売】

【小売】

売上高 前年比

㈱ミスミグループ 2022年 3月 予算 366,000 + 17.8 10,180

㈱MonotaRO 2021年 12月 実績 189,731 + 20.6 9,057

２社合計 ー 555,731 + 38.4 19,237

時価総額
（億円）

決算月　



参考資料③－ 【連結】 令和3年（2021）12月期 四半期毎の実績(四半期)

▮令和3年（2021） 12月期【四半期ごと】

（単位：百万円、％）
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※予算に関しましては第1四半期、第2四半期、は令和3年3月15日発表の修正予算、第4四半期は11月1日発表の修正予算にて記載しております。
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予算/実績 構成比 前年同期比 予算/実績 構成比 前年同期比 予算/実績 構成比 前年同期比 予算/実績 構成比 前年同期比

予算
58,121 100.0 +1.1 55,949 100.0 + 9.9 54,981 100.0 + 9.2 58,811 100.0 + 7.6

実績
58,246 100.0 +1.3 55,642 100.0 + 9.3 54,819 100.0 + 8.9 60,634 100.0 + 10.9

予算
12,516 21.5 △0.3 12,474 22.3 + 10.0 11,664 21.2 + 10.1 12,555 21.3 + 10.0

実績
12,543 21.5 △0.1 12,099 21.7 + 6.7 11,111 20.3 + 4.9 12,520 20.6 + 9.7

予算
8,811 15.2 △4.4 8,899 15.9 + 4.5 8,790 16.0 + 2.0 8,845 15.0 + 3.6

実績
8,752 15.0 △5.1 8,664 15.6 + 1.8 8,877 16.2 + 3.0 9,088 15.0 + 6.5

予算
3,705 6.4 +11.0 3,575 6.4 + 26.6 2,874 5.2 + 45.4 3,710 6.3 + 28.8

実績
3,790 6.5 +13.6 3,434 6.2 + 21.6 2,234 4.1 + 13.0 3,431 5.7 + 19.2

予算
3,943 6.8 +16.5 3,807 6.8 + 26.3 2,958 5.4 + 43.7 3,805 6.5 + 22.8

実績
3,995 6.9 +18.0 3,695 6.6 +22.6 2,322 4.2 + 12.8 3,558 5.9 + 14.8

予算
2,725 4.7 +17.4 2,615 4.7 + 29.9 2,034 3.7 + 47.3 4,489 7.6 + 95.8

実績 2,712 4.7 +16.9 2,524 4.5 + 25.4 2,242 4.1 + 62.5 4,123 6.8 + 79.8

売上総利益

第1四半期（＋1日） 第2四半期（0日） 第3四半期（0日） 第4四半期（0日）

売上高

販売費及び一般管理費

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する
四半期/当期純利益



参考資料④－ 【連結】 令和3年（2021）12月期 四半期毎の実績(累計)

▮令和3年（2021） 12月期 【累計】

（単位：百万円、％）
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※予算に関しましては第1四半期、第2四半期、は令和3年3月15日発表の修正予算、第4四半期は11月1日発表の修正予算にて記載しております。
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予算/実績 構成比 前年同期比 予算/実績 構成比 前年同期比 予算/実績 構成比 前年同期比 予算/実績 構成比 前年比

予算
58,121 100.0 +1.1 114,070 100.0 +5.2 169,051 100.0 + 6.5 227,520 100.0 + 6.6

実績
58,246 100.0 +1.3 113,888 100.0 +5.1 168,708 100.0 + 6.3 229,342 100.0 + 7.5

予算
12,516 21.5 △0.3 24,990 21.9 +4.6 36,654 21.7 + 6.3 48,310 21.2 + 5.2

実績
12,543 21.5 △0.1 24,643 21.6 +3.1 35,754 21.2 + 3.7 48,275 21.0 + 5.2

予算
8,811 15.2 △4.4 17,710 15.5 △0.1 26,500 15.7 + 0.6 35,140 15.4 + 0.7

実績
8,752 15.0 △5.1 17,417 15.3 △1.8 26,294 15.6 △ 0.2 35,383 15.4 + 1.4

予算
3,705 6.4 +11.0 7,280 6.4 +18.2 10,154 6.0 + 24.8 13,170 5.8 + 19.5

実績
3,790 6.5 +13.6 7,225 6.3 +17.3 9,459 5.6 + 16.2 12,891 5.6 + 17.0

予算
3,943 6.8 +16.5 7,750 6.8 +21.1 10,708 6.3 + 26.6 13,820 6.1 + 19.6

実績
3,995 6.9 +18.0 7,691 6.8 +20.2 10,014 5.9 + 18.4 13,572 5.9 + 17.4

予算
2,725 4.7 +17.4 5,340 4.7 +23.2 7,374 4.4 + 29.0 11,970 5.3 + 49.5

実績 2,712 4.7 +16.9 5,237 4.6 +20.8 7,480 4.4 + 30.9 11,603 5.1 + 44.9

第1四半期（＋1日）

経常利益

親会社株主に帰属する
四半期/当期純利益

第3四半期（＋1日） 通　期（＋1日）

売上高

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

第2四半期（＋1日）



参考資料⑤－ 【連結】 令和４年（2022）12月期 四半期毎の予算(四半期・累計)

▮令和4年（2022） 12月期 【四半期ごと】 （単位：百万円、％）
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▮令和4年（2022） 12月期 【累計】 （単位：百万円、％）
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令和４年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計
基準等を適用した後の数値となっています。これにより、対前期及び対前年同四半期増減率は記載していません。

予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年同期比

売上高 61,130 100.0 - 59,543 100.0 - 59,442 100.0 - 63,385 100.0 -

売上総利益 12,652 20.7 - 12,602 21.2 - 12,532 21.1 - 13,934 22.0 -

販売費及び一般管理費 9,257 15.1 - 9,281 15.6 - 9,273 15.6 - 9,659 15.2 -

営業利益 3,395 5.6 - 3,321 5.6 - 3,259 5.5 - 4,275 6.7 -

経常利益 3,429 5.6 - 3,502 5.9 - 3,287 5.5 - 4,382 6.9 -
親会社株主に帰属する
四半期/当期純利益 2,334 3.8 - 2,387 4.0 - 2,242 3.8 - 2,997 4.7 -

第1四半期（△1日） 第2四半期（0日） 第3四半期（＋1日） 第4四半期（△1日）

予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年同期比 予算 構成比 前年比

売上高 61,130 100.0 - 120,673 100.0 - 180,115 100.0 - 243,500 100.0 -

売上総利益 12,652 20.7 - 25,254 20.9 - 37,786 21.0 - 51,720 21.2 -

販売費及び一般管理費 9,257 15.1 - 18,538 15.4 - 27,811 15.4 - 37,470 15.4 -

営業利益 3,395 5.6 - 6,716 5.6 - 9,975 5.5 - 14,250 5.9 -

経常利益 3,429 5.6 - 6,931 5.7 - 10,218 5.7 - 14,600 6.0 -
親会社株主に帰属する
四半期/当期純利益 2,334 3.8 - 4,721 3.9 - 6,963 3.9 - 9,960 4.1 -

第1四半期（△1日） 第2四半期（△1日） 第3四半期（0日） 第4四半期（△1日）



参考資料⑥－会社データ

▮社員数【連結】 令和3年（2021）12月末現在 （単位：名）

▮入社者数および退職者数

▮平均年齢・年収

女性社員比率35.0％／女性セールス59人／女性キャリア比率26.5％
※パートタイマーの人数は実際の雇用人数

※ パートタイマー除く

▮倒産による回収不能金額 ▮【親単体】在庫廃棄金額及び在庫金額の推移

▮拠点数【連結】 令和3年（2021）12月末現在

※全体平均年収は執行役員を含み、退職金「ファイナンシャルボンド」を除く金額
※平成26年度より業績連動型賞与を支給開始。令和元年（2019）より業績連動型

賞与中止のため減額。
※令和元年（2019）12月期より連結決算開始のため、令和元年（2019）12月期より

平均年齢は連結、平均年収は全て単体のデータ。
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平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

回収不能金額
（万円）

0 4 0 0 275

女 男 全体 キャリア エリア ロジス 全体

令和３年
（2021）

32.8 43.2 39.6 724 596 456 615

令和２年
（2020）

32.1 41.9 38.4 721 601 461 619

令和元年
（2019）

31.3 42 38.2 758 642 492 655

平成30年
（2018）

30.9 42.1 38.2 804 680 520 701

平成29年
（2017）

30.7 42.7 38.6 805 696 541 715

平均年齢（歳） 平均年収（万円）
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女 男 女 男 女 男 女 男 女 男
510 1004 557 1,051 585 1,071 589 1085 571 1061

59 67 63 72 52 57 41 46 26 25

18 18 20 26 42 44 37 33 45 45

3.4 1.8 3.5 2.4 6.7 3.9 5.9 3.0 7.3 4.1

90

5.2

令和3年
(2021)【連結】

1,632

51

36

2.3

平成29年
（2017）【親単体】

1,514

126

社員数（名）

入社者（名）

離職率（％）

退職者（名）

平成30年
（2018）【親単体】

1,608

135

46

2.8

86

4.9

令和元年
（2019）【連結】

1,656

109

70

4.0

令和2年
（2020）【連結】

1,674

87

平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

廃棄金額（百万円） 41 39 42 50 55
在庫金額（億円） 318 370 427 406 416

廃棄率（％） 0.13 0.11 0.10 0.12 0.13

△4

健康保険組合出向者 2 0

△32

421152

±0

役員 1 △2

合計男女 前年同月比

△39

+8

1,632 △42

+164

44 ±0

中山財団出向者 0 0 0 ±0

24

2 ±0

571 1,061

現地法人 20

2,906 +120

エリア

サポート

執行役員 0 2 2

23

キャリア

ロジス 34326479

25

573

109

13

302279 581

1

28 △1

△3

15

契約社員

社員計

パート 929

1,4051,501

335 1,264

3433

従業員計

スペシャリスト

Click to add text

10

93合計

支店

本社 2

3

61

17物流センター

海外拠点

ストックセン
ター


業績資料（59期④四半期）

		　																																																																														←手入力 テ ニュウリョク

										59期④四半期累計 実績 キ シハンキ ルイケイ ジッセキ																						59期④四半期 予算 キ シハンキ ヨサン														前年実績 ゼンネン ジッセキ																																						（円単位） エン タンイ

										金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン						率 リツ				前年比 ゼンネンヒ				予算比 ヨサン ヒ				予算増減額 ヨサン ゾウゲン ガク				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン						率 リツ				前年比 ゼンネンヒ				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン						率 リツ																												59実績 ジッセキ		前年実績（更新） ゼンネン ジッセキ コウシン		59予算 ヨサン

		売上高 ウリアゲ タカ								0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				+0				0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0						ERROR:#DIV/0!

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				+0				0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0						ERROR:#DIV/0!

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ								0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				+0				0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0						ERROR:#DIV/0!

		営業利益 エイギョウ リエキ								0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				+0				0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0						ERROR:#DIV/0!

		経常利益 ケイジョウ リエキ								0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				+0				0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0						ERROR:#DIV/0!

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ								0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				+0				0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0						ERROR:#DIV/0!

		ＰＢ売上高 ウリアゲ タカ								0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				+0				0						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				0						ERROR:#DIV/0!

		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ														-				-				-				-				-						-				-				-						-																												↑		↑前回のあんちょこより ゼンカイ		↑対外予算関係＞「第○期対外予算＆実績（四半期別）より（85行目） タイガイ ヨサン カンケイ ダイ キ タイガイ ヨサン ジッセキ シ ハンキ ベツ ギョウメ

		１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ														-								-				-				-						-				-				-						-				←決算短信 ケッサン タンシン																								売上＆粗利：決算関係＞ルート別・部門別実績 ウリアゲ アラリ ケッサン カンケイ ベツ ブモン ベツ ジッセキ

		１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン								-						-				-				-				-				-						-				-				-						-																												販管費～当期純利益：経営会議関係＞業績資料＞組替表（経理課作成） ハン カン ヒ トウキ ジュンリエキ ケイエイ カイギ カンケイ ギョウセキ シリョウ クミカ ヒョウ ケイリカ サクセイ

		１株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン								-						-				-				-				-				-						-				-				-						-																												ＰＢ売上高：ＰＢ実績集計＞「第○期ＰＢ単月部門別実績」 ウリアゲ ダカ ジッセキ シュウケイ ダイ キ タン ゲツ ブモン ベツ ジッセキ

																																																																																自己資本率以下：決算短信より ジコ シホン リツ イカ ケッサン タンシン

		２．ルート別売上高（連結） ベツ ウリアゲ タカ レンケツ

										59期④四半期累計 実績																										59期④四半期 予算																		前年実績																										0		0		0		0		1		0		（円単位） エン タンイ

										金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン						構成比 コウセイヒ				前年比 ゼンネンヒ				予算比 ヨサン ヒ				予算増減額 ヨサン ゾウゲンガク				粗利率 アラリ リツ				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン						構成比 コウセイヒ				前年比 ゼンネンヒ				粗利率 アラリ リツ				金額（百万円） キンガク ヒャクマンエン						構成比 コウセイヒ				粗利率 アラリ リツ																59実績		前年実績* ゼンネン ジッセキ		59予算		59期粗利* キ アラリ		57期粗利率* キ アラリ リツ		前年粗利* ゼンネン アラリ		前年粗利率* ゼンネン アラリ リツ

		　（機械工具商） キカイ コウグ ショウ								83,378						36.4%				+640.7%				10184.3%				+1,508				20.4%				81,870						36.0%				+448.1%				-				78,358						36.7%				20.7%																83,378,925,368		78,358,601,171		81,870,006,670		16,975,078,706		0.204		16,217,119,498		0.207

		　（溶材商） ヨウ ザイ ショウ								23,384						10.2%				+172.2%				9712.7%				△691				20.9%				24,075						10.6%				+473.1%				-				22,988						10.8%				21.2%																23,384,038,885		22,988,070,239		24,075,651,809		4,891,582,594		0.209		4,874,960,719		0.212

		　（その他製造業関連） タ セイゾウギョウ カンレン								27,472						12.0%				+688.5%				10151.8%				+410				20.2%				27,061						11.9%				+528.7%				-				25,703						12.0%				20.7%																27,472,580,281		25,703,019,674		27,061,910,142		5,555,695,894		0.202		5,312,302,140		0.207

		　（建設関連） ケンセツ カンレン								30,370						13.2%				+220.1%				9688.2%				△977				21.4%				31,347						13.8%				+549.1%				-				29,716						13.9%				21.5%																30,370,062,443		29,716,009,959		31,347,631,379		6,494,556,954		0.214		6,398,350,904		0.215		粗利率は四捨五入、額は切り捨て アラリリツ シシャゴニュウ ガク キ ス

		ファクトリールート								164,605						71.8%				+500.1%				10015.2%				+250				20.6%				164,355						72.2%				+484.1%				-				156,765						73.5%				20.9%																164,605,606,977		156,765,701,043		164,355,200,000		33,916,914,148		0.206		32,802,733,261		0.209

		　（通販） ツウハン								35,005						15.3%				+1715.7%				10122.5%				+423				22.6%				34,582						15.2%				+1573.9%				-				29,879						14.0%				24.6%																35,005,813,445		29,879,358,177		34,582,166,957		7,924,000,080		0.226		7,339,982,761		0.246		←通販・集中購買予算：予算関連＞月別支店別予算＞通販・MROサプライ + Ｆの中のe1・e2 ツウハン シュウチュウ コウバイ ヨサン ツキベツ シテン ベツ ヨサン ツウハン ナカ

		　（MRO）								9,662						4.2%				+1317.3%				10546.1%				+500				27.3%				9,162						4.0%				+731.3%				-				8,538						4.0%				27.8%																9,662,959,859		8,538,200,249		9,162,633,043		2,636,585,071		0.273		2,376,911,230		0.278

		ｅビジネスルート								44,668						19.5%				+1627.2%				10211.2%				+923				23.6%				43,744						19.2%				+1386.7%				-				38,417						18.0%				25.3%																44,668,773,304		38,417,558,426		43,744,800,000		10,560,585,151		0.236		9,716,893,991		0.253

		ホームセンタールート								18,373						8.0%				+812.7%				10380.4%				+673				17.6%				17,700						7.8%				+416.4%				-				16,992						8.0%				17.6%																18,373,348,484		16,992,406,617		17,700,000,000		3,242,861,585		0.176		2,997,377,869		0.176

		海外 カイガイ								1,694						0.7%				+3787.8%				9851.8%				△25				32.8%				1,720						0.8%				+3995.2%				-				1,228						0.6%				32.0%																1,694,506,639		1,228,989,285		1,720,000,000		555,126,057		0.328		392,712,312		0.320

		全社計 ゼンシャ ケイ								229,342						100.0%				+746.8%				10080.1%				+1,822				21.0%				227,520						100.0%				+661.4%				-				213,404						100.0%				21.5%																229,342,235,404		213,404,655,371		227,520,000,000		48,275,486,941		0.210		45,909,717,433		0.215

																																																																																↑当期【実績】対外予算関係＞★ルート別・業種別粗利率（計算表） トウキ ジッセキ タイガイ ヨサン カンケイ ベツ ギョウシュ ベツ アラリ リツ ケイサン ヒョウ						↑前期【実績】対外予算関係＞★ルート別・業種別粗利率（計算表）【前期シートに移管反映分を作成済み】 ゼンキ ジッセキ タイガイ ヨサン カンケイ ゼンキ イカン ハンエイ ブン サクセイ ズ

		３．ＰＢ商品（部門別・ルート別）売上高 ショウヒン ブモン ベツ ベツ ウリアゲ タカ																																																																														 　当期【予算】対外予算関係＞「●第○期対外予算＆実績（月別）より（251行目） ヨサン ツキ

										全　社　　（百万円、％） ゼン シャ ヒャクマンエン																																ファクトリールート　　（百万円、％） ヒャクマンエン																																						全社 ゼンシャ		☆						ファクトリー		☆

										売上高 ウリアゲ タカ				前年同期売上高 ゼンネン ドウキ ウリアゲ タカ				前年比 ゼンネンヒ				構成比 コウセイヒ				粗利額 アラリ ガク				粗利率 アラリ リツ				総売上高 ソウ ウリアゲ タカ				ＰＢ販売率 ハンバイ リツ				売上高				前年同期売上高 ゼンネン ドウキ ウリアゲ タカ				前年比 ゼンネンヒ				構成比 コウセイヒ				粗利額 アラリ ガク				粗利率 アラリ リツ				総売上高 ソウ ウリアゲ タカ				ＰＢ販売率 ハンバイ リツ										59ＰＢ売上* ウリアゲ		59ＰＢ粗利額* アラリ ガク		59グロス		前年ＰＢ ゼンネン		59ＰＢ売上*		59ＰＢ粗利額*		59グロス		前年ＰＢ ゼンネン		確認　ＰＢ売上 カクニン ウリアゲ		ＰＢ粗利 アラ リ

		　　切削工具 セッサク コウグ								698				678				+304.4%				1.6%				243				34.9%				7,221				9.7%				503				487				+316.0%				1.6%				186				37.1%				6,265				8.0%										698,655,447		243,846,328		7,221,899,770		678,015,392		503,359,470		186,873,680		6,265,199,186		487,941,663		0		0

		　　生産加工用品 セイサン カコウ ヨウ ヒン								1,562				1,444				+817.8%				3.6%				599				38.4%				17,362				9.0%				1,134				1,065				+645.8%				3.6%				440				38.8%				13,225				8.6%										1,562,573,940		599,447,810		17,362,361,130		1,444,445,154		1,134,225,801		440,141,202		13,225,128,932		1,065,417,139		0		0

		　　工事用品 コウジ ヨウヒン								3,749				3,468				+810.7%				8.6%				1,481				39.5%				26,291				14.3%				2,676				2,537				+548.6%				8.4%				1,077				40.2%				18,844				14.2%										3,749,751,486		1,481,228,793		26,291,381,982		3,468,545,903		2,676,891,789		1,077,267,181		18,844,206,631		2,537,663,807		0		0

		　　作業用品 サギョウ ヨウヒン								7,816				7,365				+611.7%				18.0%				2,941				37.6%				42,595				18.3%				6,171				5,878				+498.5%				19.4%				2,315				37.5%				30,266				20.4%										7,816,158,159		2,941,602,981		42,595,680,136		7,365,633,614		6,171,317,626		2,315,945,257		30,266,301,695		5,878,279,775		0		0

		　　ハンドツール								4,470				4,252				+513.0%				10.3%				1,823				40.8%				37,684				11.9%				3,148				3,021				+423.4%				9.9%				1,318				41.9%				24,782				12.7%										4,470,648,746		1,823,046,568		37,684,099,119		4,252,486,154		3,148,946,161		1,318,872,043		24,782,599,145		3,021,043,851		0		0

		　　環境安全用品 カンキョウ アンゼン ヨウヒン								7,142				7,866				△919.9%				16.4%				2,630				36.8%				40,415				17.7%				5,408				5,955				△917.1%				17.0%				1,988				36.8%				28,450				19.0%										7,142,402,341		2,630,307,686		40,415,491,281		7,866,006,402		5,408,912,766		1,988,218,360		28,450,234,852		5,955,031,204		0		0

		　　物流保管用品 ブツリュウ ホカン ヨウヒン								10,478				9,343				+1215.1%				24.1%				3,368				32.1%				25,150				41.7%				7,393				6,621				+1165.5%				23.3%				2,357				31.9%				19,223				38.5%										10,478,631,285		3,368,257,260		25,150,599,701		9,343,288,373		7,393,409,685		2,357,732,971		19,223,569,252		6,621,658,509		0		0

		　　研究管理用品 ケンキュウ カンリ ヨウヒン								3,380				3,012				+1219.9%				7.8%				1,141				33.8%				9,866				34.3%				2,508				2,299				+911.5%				7.9%				819				32.7%				7,501				33.4%										3,380,168,235		1,141,223,716		9,866,887,179		3,012,659,485		2,508,733,984		819,817,508		7,501,411,512		2,299,164,191		0		0

		　　オフィス住設用品 スミ セツ ヨウヒン								4,142				3,866				+714.6%				9.5%				1,484				35.8%				20,765				20.0%				2,807				2,671				+508.8%				8.8%				999				35.6%				14,611				19.2%										4,142,937,665		1,484,993,229		20,765,536,453		3,866,637,396		2,807,491,742		999,235,406		14,611,591,606		2,671,558,183		0		0

		　　その他 タ								3				4				△2467.3%				0.0%				0				25.4%				1,552				0.2%				0				0				+103.1%				0.0%				0				-44.2%				1,435				0.0%										3,299,723		839,321		1,552,188,880		4,380,542		588		-260		1,435,364,166		582		0		0

		ＰＢ商品計 ショウヒン ケイ								43,445				41,302				+518.9%				100.0%				15,714				36.2%				228,906				19.0%				31,753				30,537				+398.0%				100.0%				11,504				36.2%				164,605				19.3%										43,445,227,027		15,714,793,692		228,906,125,631		41,302,098,415		31,753,289,612		11,504,103,348		164,605,606,977		30,537,758,904		0		0

																																																																																0		0		0		0		0		0		0		0

										eビジネスルート　（百万円、％） ヒャクマンエン																																ホームセンタールート　　（百万円、％） ヒャクマンエン																																						ｅビジネス		☆						ＨＣ		☆

										売上高				前年同期売上高 ゼンネン ドウキ ウリアゲ タカ				前年比 ゼンネンヒ				構成比 コウセイヒ				粗利額 アラリ ガク				粗利率 アラリ リツ				総売上高 ソウ ウリアゲ タカ				ＰＢ販売率 ハンバイ リツ				売上高				前年同期売上高 ゼンネン ドウキ ウリアゲ タカ				前年比 ゼンネンヒ				構成比 コウセイヒ				粗利額 アラリ ガク				粗利率 アラリ リツ				総売上高 ソウ ウリアゲ タカ				ＰＢ販売率 ハンバイ リツ										59ＰＢ売上*		59ＰＢ粗利額*		59グロス		前年ＰＢ ゼンネン		59ＰＢ売上*		59ＰＢ粗利額*		59グロス		前年ＰＢ ゼンネン

		　　切削工具 セッサク コウグ								117				115				+144.1%				1.1%				39				33.5%				519				22.6%				68				66				+179.2%				7.1%				15				22.3%				398				17.1%										117,267,797		39,251,067		519,728,365		115,601,665		68,065,084		15,197,059		398,258,493		66,867,111

		　　生産加工用品 セイサン カコウ ヨウヒン								383				337				+1365.7%				3.7%				146				38.2%				3,440				11.1%				18				21				△1307.8%				1.9%				5				28.5%				494				3.7%										383,080,347		146,350,499		3,440,054,696		337,050,733		18,460,585		5,264,947		494,941,392		21,238,174

		　　工事用品 コウジ ヨウヒン								991				855				+1594.9%				9.5%				377				38.1%				5,529				17.9%				60				61				△48.7%				6.4%				19				32.3%				1,804				3.4%										991,963,208		377,534,775		5,529,678,327		855,515,158		60,744,843		19,625,924		1,804,499,996		61,041,843

		　　作業用品 サギョウ ヨウヒン								1,508				1,361				+1084.4%				14.4%				576				38.2%				6,223				24.2%				79				79				+4.0%				8.3%				31				39.6%				5,888				1.3%										1,508,990,814		576,989,756		6,223,916,353		1,361,359,010		79,198,878		31,387,228		5,888,216,019		79,167,565

		　　ハンドツール								1,126				1,041				+819.0%				10.8%				446				39.6%				7,686				14.7%				120				138				△1354.4%				12.6%				31				26.4%				4,859				2.5%										1,126,413,562		446,581,348		7,686,315,300		1,041,146,966		120,019,968		31,684,314		4,859,050,696		138,822,218

		　　環境安全用品 カンキョウ アンゼン ヨウヒン								1,595				1,682				△515.7%				15.3%				589				37.0%				9,036				17.7%				118				203				△4187.0%				12.4%				46				39.7%				2,832				4.2%										1,595,982,040		589,872,560		9,036,215,241		1,682,763,534		118,243,436		46,886,290		2,832,226,770		203,412,199

		　　物流保管用品 ブツリュウ ホカン ヨウヒン								2,596				2,235				+1617.0%				24.8%				865				33.3%				4,637				56.0%				448				447				+15.1%				47.0%				135				30.3%				1,203				37.3%										2,596,492,347		865,675,547		4,637,158,399		2,235,071,603		448,561,169		135,715,675		1,203,977,296		447,882,717

		　　研究管理用品 ケンキュウ カンリ ヨウヒン								850				693				+2257.0%				8.1%				313				36.9%				2,203				38.6%				2				3				△1509.1%				0.3%				0				26.6%				79				3.8%										850,317,576		313,985,947		2,203,339,405		693,740,778		2,993,392		796,494		79,056,389		3,525,405

		　　オフィス住設用品 スミ セツ ヨウヒン								1,281				1,145				+1191.6%				12.3%				468				36.6%				5,306				24.2%				35				27				+2932.4%				3.7%				11				32.9%				785				4.5%										1,281,647,054		468,733,599		5,306,789,273		1,145,184,094		35,063,858		11,528,425		785,539,071		27,113,201

		　　その他 タ								0				0				+0.0%				+0.0%				0				-				91				0.0%				3				4				△2467.7%				0.3%				0				25.5%				22				15.0%												-165		91,149,868		0		3,299,135		839,746		22,010,439		4,379,960

		ＰＢ商品計 ショウヒン ケイ								10,452				9,467				+1040.1%				100.0%				3,824				36.6%				44,674				23.4%				954				1,053				△937.9%				100.0%				298				31.3%				18,367				5.2%										10,452,154,745		3,824,974,933		44,674,345,227		9,467,433,541		954,650,348		298,926,102		18,367,776,561		1,053,450,393

																																																																																0		0		0		0		0		0		0		0

										その他（海外）　　（百万円、％） タ カイガイ ヒャクマンエン																																																																						その他 タ

										売上高				前年同期売上高 ゼンネン ドウキ ウリアゲ タカ				前年比 ゼンネンヒ				構成比 コウセイヒ				粗利額 アラリ ガク				粗利率 アラリ リツ				総売上高 ソウ ウリアゲ タカ				ＰＢ販売率 ハンバイ リツ																																										59ＰＢ売上*		59ＰＢ粗利額*		59グロス		前年ＰＢ ゼンネン

		　　切削工具 セッサク コウグ								9				7				+3100.8%				3.5%				2				25.3%				38				25.7%																																										9,963,096		2,524,522		38,713,726		7,604,953						816,670

		　　生産加工用品 セイサン カコウ ヨウヒン								26				20				+2925.9%				9.4%				7				28.7%				202				13.3%																																										26,807,207		7,691,162		202,236,110		20,739,108						粗利率関連では期中の組み換えを考慮していないため、HC→eの移管(2月ビック、ヨドバシカメラ)を元に戻す作業をしている。(影響の小さい物流保管用品に足す） アラリリツカンレン キチュウ ク カ コウリョ イカン ガツ モト モド サギョウ エイキョウ チイ ブツリュウホカンヨウヒン タ

		　　工事用品 コウジ ヨウヒン								20				14				+4067.4%				7.1%				6				33.7%				112				17.8%																																										20,151,646		6,800,913		112,997,028		14,325,095

		　　作業用品 サギョウ ヨウヒン								56				46				+2097.8%				19.9%				17				30.5%				217				26.1%																																										56,650,841		17,280,740		217,246,069		46,827,264

		　　ハンドツール								75				51				+4623.0%				26.4%				25				34.4%				356				21.1%																																										75,269,055		25,908,863		356,133,978		51,473,119

		　　環境安全用品 カンキョウ アンゼン ヨウヒン								19				24				△2232.1%				6.8%				5				27.7%				96				19.9%																																										19,264,099		5,330,476		96,814,418		24,799,465

		　　物流保管用品 ブツリュウ ホカン ヨウヒン								40				38				+385.9%				14.1%				9				22.7%				85				46.8%																																										40,168,084		9,133,067		85,894,754		38,675,544

		　　研究管理用品 ケンキュウ カンリ ヨウヒン								18				16				+1167.1%				6.4%				6				36.5%				83				21.8%																																										18,123,283		6,623,767		83,079,873		16,229,111

		　　オフィス住設用品 スミ セツ ヨウヒン								18				22				△1776.4%				6.6%				5				29.3%				61				30.4%																																										18,735,011		5,495,799		61,616,503		22,781,918

		　　その他 タ								0				0				+0.0%				0.0%				0				-				3				0.0%																																														3,664,407		0

		ＰＢ商品計 ショウヒン ケイ								285				243				+1711.9%				100.0%				86				30.4%				1,258				22.7%																																										285,132,322		86,789,309		1,258,396,866		243,455,577

																																																																																0		0		0		0



																																																																																↑

																																																																																全社：★対外予算関係＞「粗利率関連」より ゼンシャ タイガイ ヨサン カンケイ アラリ リツ カンレン

																																																																																ルート別：ＰＢ実績集計＞第○期ＰＢ＞「☆第○期ＰＢ単月部門別実績」＞月別実績表（売上）（粗利）の下の紫の欄より ベツ ジッセキ シュウケイ ダイ キ ダイ キ タン ゲツ ブモン ベツ ジッセキ ツキベツ ジッセキ ヒョウ ウリアゲ アラリ シタ ムラサキ ラン

																																																																																前期ＰＢ：ルート間移管がある場合は移管作業必要。ない場合は、前期のあんちょこより。★対外予算関係＞★★移管 ゼンキ カン イカン バアイ イカン サギョウ ヒツヨウ バアイ ゼンキ タイガイ ヨサン カンケイ イカン

																																																																																当期グロス：決算関係＞第○四半期＞「ルート別・部門別実績」より トウキ ケッサン カンケイ ダイ シ ハンキ ベツ ブモン ベツ ジッセキ
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その他指標（59期④四半期）

		　		４．システム受注実績（12月末）														*【12月累計】システム受注率（行数）85.3％　 ガツ ルイケイ ジュチュウ リツ ギョウスウ																																										←		自動受注率：毎月の資料より ジドウ ジュチュウ リツ マイツキ シリョウ

				受注実績(HC含む) ジュチュウ ジッセキ フク								受注行数（行） ジュチュウ ギョウスウ ギョウ						行数占有率 ギョウスウ センユウ リツ						前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ						受注金額（百万円） ジュチュウ キンガク ヒャクマンエン						金額占有率 キンガク センユウ リツ						前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ																				照会行数ドットクル：データ取得（あんちょこのフォルダ参照）、webアクセス：アクセスログ（.COM課より） カ

				ドットクル								67,420						20.0%						△72.1						297						10.0%						△72.7																		←		★DOTKUL/WEB関係＞「★45・46・47～自動受注率」より カンケイ ジドウ ジュチュウ リツ

				トラスコオレンジブック.Com								15,151,870						3980.0%						+7.4						96,318						4210.0%						+8.8

				ＥＤＩ								8,216,099						2160.0%						+18.6						29,689						1300.0%						+18.7

				オレンジコマース								806,155						210.0%						+18.5						5,272						230.0%						+22.2

				ＥＯＳ								8,223,517						2160.0%						+8.1						17,212						750.0%						+9.4

				計 ケイ								32,465,061						8530.0%						+9.8						148,790						6500.0%						+10.5



																																																														６．開設・移転支店、物流センター カイセツ イテン シテン ブツリュウ

				５．開設・移転支店、物流センター カイセツ イテン シテン ブツリュウ																																		６．拠点数（12月末現在） キョテン スウ ガツ マツ ゲンザイ																						←		事業所開設関係＞★開設一覧 ジギョウショ カイセツ カンケイ カイセツ イチラン

				59期　移転支店・物流センター キ イテン シテン ブツリュウ																																		本社 ホンシャ						2

				43466						八王子支店 ハチオウジ シテン										統合 トウゴウ						城南・厚木・富士支店に統合 ジョウナン アツギ フジ シテン トウゴウ																																				７．拠点数（本決算時期末現在） キョテン スウ ホン ケッサン ジ キ マツ ゲンザイ

				44197						刈谷支店 カリヤ シテン										統合 トウゴウ						岡崎支店に統合 オカザキ シテン トウゴウ												支店 シテン						61																←		事業所開設関係＞★開設一覧 ジギョウショ カイセツ カンケイ カイセツ イチラン

				44197						名城支店 メイジョウ シテン										統合 トウゴウ						名古屋支店に統合 ナゴヤ シテン トウゴウ

				44197						北大阪支店 キタ オオサカ シテン										統合 トウゴウ						大阪支店に統合 オオサカ シテン トウゴウ												物流センター ブツリュウ						17

				44197						通販東京第一支店・通販東京第二支店 ツウハン トウキョウ ダイイチ シテン ツウハントウキョウ ダイニ シテン										統合 トウゴウ						通販東京支店に統合 ツウハン トウキョウ シテン トウゴウ

				44197						MROサプライ神戸支店 コウベ シテン										統合 トウゴウ						ＭＲＯサプライ東京支店へ統合 トウキョウ シテン トウゴウ												海外拠点 カイガイ キョテン						3

				44378						大宮ストックセンター										新設 シンセツ						大宮支店倉庫をストックセンター化 オオミヤ シテン ソウコ カ																																						0

																																						ストックセンター						10



																																						合計 ゴウケイ						93



				７．従業員数（12月末） ジュウギョウイン スウ ガツ マツ																								（単位：人） タンイ ニン

												女 オンナ				男 オトコ				合計 ゴウケイ						前年同月比 ゼンネン ドウゲツヒ																																				８．社員数（四半期ごと） シャイン スウ シ ハンキ

				役員 ヤクイン								1				9				10						△2																																		←		人事課から決算期ごとにいただくデータより ジンジカ ケッサンキ

				執行役員 シッコウ ヤクイン								0				2				2						±0												８．入社・退職数（12月末） ニュウシャ タイショク スウ ガツ マツ																		　　（単位：人） タンイ ニン						⇒「経営指標用データ」（人事課） ケイエイ シヒョウ ヨウ ジンジカ

				キャリア								152				421				573						△39																入社数 ニュウシャ スウ								退職者数 タイショク シャ スウ												* 女性社員比率・・・人事課データより ジョセイ シャイン ヒリツ ジンジカ

				エリア								279				302				581						+8								 				第54期 ダイ キ				110(98)								38												女性セールス ・・・経営会議総務課資料（入退社リストより） ケイエイ カイギ ソウムカ シリョウ ニュウ タイシャ

				サポート								23				2				25						△3												第55期 ダイ キ				126（83）								36

				スペシャリスト								15				13				28						△1												第56期 ダイ キ				135（118）								46												９．入社・退職数（四半期ごと） シハン キ

				ロジス								79				264				343						△4												第57期 ダイ キ				109（97）								86										←		人事課から決算期ごとにいただくデータより ジンジカ ケッサンキ

				契約社員 ケイヤク シャイン								1				33				34						△3												第58期 ダイ キ				87（79）								70												⇒「新卒入社者離職率」 シンソツ ニュウシャ シャ リショクリツ

				現地法人 ゲンチ ホウジン								20				24				44						±0												第59期 ダイ キ				51（43）								90

				健康保険組合出向者 ケンコウ ホケン クミアイ シュッコウシャ								2				0				2						±0																														* （　　）内は新入社員 ナイ シンニュウ シャイン

				中山財団出向者 ナカヤマ ザイダン シュッコウシャ								0				0				0						±0																																				10．平均年齢・年収（毎年１回期末） ヘイキン ネンレイ ネンシュウ マイトシ カイ キ マツ

				社員計 シャイン ケイ								571				1,061				1,632						△42												９．平均年齢・年収（59期末） ヘイキン ネンレイ ネンシュウ キ マツ																		（単位：歳、人） タンイ サイ ニン				←		人事課から決算期ごとにいただくデータより【期末のみ更新】 ジンジカ ケッサンキ キマツ コウシン

				パート								929				335				1,264						+164																平均年齢 ヘイキン ネンレイ								平均年収 ヘイキン ネンシュウ												⇒「経営指標用データ」（人事課） ケイエイ シヒョウ ヨウ ジンジカ

				従業員計 ジュウギョウイン ケイ								1,501				1,405				2,906						+120																女 オンナ				男 オトコ				キャリア				エリア		ロジス

				* パートタイマーの人数は実際の雇用人数 ニンズ ジッサイ コヨウ ニンズウ																																		第53期 ダイ キ				30.9				43.3				757				654		545										11．株式の状況 カブシキ ジョウキョウ

				　 パートタイマーの月間所定労働時間を基準に算出した時間平均雇用人員：999 人（女727名、272男名） ゲッカン ショテイ ロウドウ ジカン キジュン サンシュツ ジカン ヘイキン コヨウ ジンイン ニン オンナ メイ オトコ メイ																																						39.6								678										←		中間決算、本決算時のみ更新 チュウカン ケッサン ホン ケッサン ジ コウシン

				* 女性社員比率 35.0％／女性ＳＳＬ　59人 ジョセイ シャイン ヒリツ ジョセイ ニン																																		第54期 ダイ キ				30.6				43.5				797				686		538						株主名簿・株価推移＞「統計表」より トウケイヒョウ

																																										39.3								704												（データは総務課から転送してもらう） ソウムカ テンソウ

				10．株式の状況 カブシキ ジョウキョウ																																		第55期 ダイ キ				30.7				42.7				848				731		560						株主数・・・株主総数 カブヌシ スウ カブヌシ ソウスウ

										第59期 ダイ キ						前年同月比 ゼンネン ドウゲツ ヒ																										38.6								743												単元株主数・・・議決権を有する株主数 タンゲン カブヌシ スウ

				株主数 カブヌシ スウ						14,406						△11.8																						第56期 ダイ キ				30.9				42.1				804				680		520

				単元株主数 タンゲン カブヌシ スウ						13,528						△12.8																										38.2								701												12．格付 カク ツ

																																						第57期 ダイ キ				31.3				42.0				758				642		492				←		IRより春にメッセージで発信 ハル ハッシン

				11．格付 カク ツ																				13.倒産による回収不能金額 トウサン カイシュウ フノウ キンガク																		38.2								655												決算関係のフォルダに保存しておく ケッサン カンケイ ホゾン

				発行体格付 ハッコウタイ カク ツ																				回収不能金額 カイシュウ フノウ キンガク														第58期 ダイ キ				32.1				41.9				721				601		461

				Ａ（シングルＡ）																				2,756,997円 エン																		38.4								619												13．在庫廃棄金額 ザイコ ハイキ キンガク

																																						第59期 ダイ キ				32.8				43.2				724				596		456				←		本決算期のみ更新 ホン ケッサン キ コウシン

				* 格付投資情報センターによる カク ツ トウシ ジョウホウ																																						39.6								615												経理課に依頼 ケイリカ イライ

				12．在庫廃棄金額 ザイコ ハイキ キンガク								

近藤　真結子: 期末のみ更新
経理課より教えてもらう																																						

近藤 真結子: 期末のみ更新
人事課より		14.在庫ヒット率(12月末) ザイコ リツ ガツ マツ														15.口座数と法人数（12月末） コウザスウ ホウジンスウ ガツ マツ

										第59期末 ダイ キ マツ														在庫ヒット率（累計） ザイコ リツ ルイケイ														口座数 コウザスウ						法人数 ホウジンスウ

				廃棄金額（百万） ハイキ キンガク ヒャクマン						55														91.3%														F		18,822				Ｆ		4,871

				在庫金額（百万） ザイコ キンガク ヒャク マン						42,627																												ｅ		2,114				ｅ		185

				廃棄率（％） ハイキ リツ						0.129																												ＨＣ		8,236				ＨＣ		104

																																						海外 カイガイ		389				海外 カイガイ		367										 

																																						合計 ゴウケイ		29,561				合計 ゴウケイ		5,527



				16.仕入先数（12月末） シイ サキ スウ																				17.在庫アイテム数（12月末） ザイコ																																						16．17. 仕入先数　在庫アイテム数 シイ サキ スウ ザイコ スウ

				仕入先数 シイ サキ スウ																				　　　　　　　         在庫アイテム数 ザイコ スウ																																						仕入管理課より シイ カンリ カ

				オレンジブック掲載国内仕入先										1,828										在庫商品アイテム数（FW）　計 ザイコ ショウヒン スウ ケイ												499,964

				オレンジブック掲載海外仕入先										246										NB(商品ランク「黄」「緑」「赤」のみ) ショウヒン キ ミドリ アカ												360,721

				新規取扱国内仕入先 コクナイ										232										ＰB(商品ランク「黄」「緑」「赤」のみ) ショウヒン キ ミドリ アカ												62,873

				新規取扱海外仕入先 カイガイ シイレサキ										58										カットデポ（商品ランクＣのみ） ショウヒン												76,370

				掲載外仕入先 ケイサイ ガイ シイ サキ										291										在庫商品アイテム数（HC）　 ザイコ ショウヒン スウ												13,145

				直治郎仕入先										311

				合計 ゴウケイ										2,966

				※全仕入先数カウント ゼン シイレサキ スウ
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（補足）新卒採用数および退職者数

																																																																																																																																														【人事課備忘】 ジンジカ ビボウ

																																																																																																																																																←この色の欄に入力 イロ ラン ニュウリョク

				新卒採用数および退職者数（役員含まず） シンソツ サイヨウ スウ タイショクシャ スウ ヤクイン フク																																																																																																														海外合算前 カイガイ ガッサン マエ

						第47期
3月末時点 ダイ キ ガツマツ ジテン				第48期
3月末時点 ダイ キ				第49期
3月末時点 ダイ キ				第50期
3月末時点 ダイ キ				第51期
3月末時点 ダイ キ				第52期
6月末時点 ダイ キ				第52期
9月末時点 ダイ キ																第52期
12月末時点 ダイ キ				第53期
3月末時点 ダイ キ				第53期
6月末時点 ダイ キ				第53期
9月末時点 ダイ キ				第53期
12月末時点 ダイ キ				第54期
3月末時点 ダイ キ				第54期
6月末時点 ダイ キ				第54期
9月末時点 ダイ キ				第54期
12月末時点 ダイ キ				第55期
3月末時点 ダイ キ				第55期
6月末時点 ダイ キ				第55期
9月末時点 ダイ キ				第55期
12月末時点 ダイ キ				第56期
3月末時点 ダイ キ				第56期
6月末時点 ダイ キ				第56期
9月末時点 ダイ キ				第56期
12月末時点 ダイ キ				第57期
3月末時点 ダイ キ				第57期
3月末時点 ダイ キ				第57期
6月末時点 ダイ キ				第57期
9月末時点 ダイ キ				第57期
12月末時点 ダイ キ				第58期
3月末時点 ダイ キ				第58期
6月末時点 ダイ キ				第58期
9月末時点 ダイ キ				第58期
12月末時点 ダイ キ				第59期
3月末時点 ダイ キ				第59期
6月末時点 ダイ キ				第59期
9月末時点 ダイ キ				第59期
12月末時点 ダイ キ

						女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ														女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ

				社員数 シャインスウ		320		912		316		903		298		880		315		864		349		870		373		893		371		900														373		907		374		914		402		948		402		947		404		945		404		943		465		964		465		961		465		959		462		956		512		1000		509		1001		510		1004		508		998		570		1060		564		1057		557		1051		544		1041		565		1055		598		1094		592		1085		585		1071		580		1062		606		1098		599		1093		589		1085		581		1,075		593		1,077		578		1,067		571		1,061		※役員除く。 ヤクイン ノゾ

						1,232				1,219				1,178				1,179				1,219				1,266				1,271																1,280				1,288				1,350				1,349				1,349				1,347				1,429				1,426				1,424				1,418				1,512				1,510				1,514				1,506				1,630				1,621				1,608				1,585				1,620				1,692				1,677				1,656				1,642				1,704				1,692				1,674				1,656				1,670				1,645				1,632

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		（トラスコ中山） ナカヤマ																																																																																																																																																		565		1,055		578		1,056		562		1,047		553		1,041		出向者含む シュッコウシャ フク

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				1,620				1,634				1,609				1,594

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		（タイ）																																																																																																																																																		12		8		12		8		12		8		13		8		現地法人従業員 ゲンチ ホウジン ジュウギョウイン

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				20				20				20				21

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		（インドネシア）																																																																																																																																																		4		12		4		12		4		12		5		12		現地法人従業員 ゲンチ ホウジン ジュウギョウイン

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				16				16				16				17

				（海外現地） カイガイ ゲンチ																																																																																																																																		18		19		18		18		18		18		18		20		16		20		16		20		16		20		18		20

																																																																																																																																						37				36				36				38				36				36				36				38

				入社者 ニュウシャ シャ		36		13		16		18		9		8		39		25		56		23		34		27		37		40														48		53		33		47		34		50		36		54		38		56		69		33		70		33		74		33		77		33		47		38		55		49		58		55		59		67		58		65		63		70		63		72		63		72		58		62		58		65		51		55		52		56		52		57		47		51		40		43		41		44		41		46		37		42		23		21		24		22		26		25		◎海外現地社員の入社・退職も含む カイガイ ゲンチ シャイン ニュウシャ タイショク フク

						49				34				17				64				79				61				77																101				80				84				90				94				102				103				107				110				85				104				113				126				123				133				135				135				120				123				106				108				109				98				83				85				87				79				44				46				51

				入社者
（新卒採用） ニュウシャ シャ シンソツ サイヨウ		36		12		13		16		9		6		25		14		28		16		29		26		29		26														29		26		30		32		30		32		30		32		30		32		67		31		67		31		67		31		67		31		46		37		46		37		46		37		46		37		58		60		58		60		58		60		58		60		58		60		58		60		47		50		47		50		47		50		47		50		37		42		37		42		37		42		37		42		22		21		22		21		22		21		・中途入社のラヴィッツは「新入社員」には含めない

						48				29				15				39				44				55				55																55				62				62				62				62				98				98				98				98				83				83				83				83				118				118				118				118				118				118				97				97				97				97				79				79				79				79				43				43				43

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		入社者（新卒）
（トラスコ中山） ニュウシャ シャ シンソツ ナカヤマ																																																																																																																																																		37		42		22		21		22		21		22		21

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				79				43				43				43

				入社者
（新卒以外） シンソツ イガイ		0		1		3		2		0		2		14		11		28		7		5		1		8		14														19		27		3		15		4		18		6		22		8		24		2		2		3		2		7		2		10		2		1		1		9		12		12		18		13		30		0		5		5		10		5		12		5		12		0		2		0		5		4		5		5		6		5		7		0		1		3		1		4		2		4		4

trusco: 現地法人+2		0		0		1		0		2		1		4		4		◎海外現地社員の入社・退職も含む カイガイ ゲンチ シャイン ニュウシャ タイショク フク

						1				5				2				25				35				6				22																46				18				22				28				32				4				5				9				12				2				21				30				43				5				15				17				17				2				5				9				11				12				1				4				6				8				0				1				3				8

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		入社者（中途）
（トラスコ中山） ニュウシャ シャ チュウト ナカヤマ																																																																																																																																																		0		0		1		0		1		1		2		3

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				0				1				2				5

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		入社者
（タイ） ニュウシャ シャ																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0		1		0

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				0				0				0				1

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		入社者
（インドネシア） ニュウシャ シャ																																																																																																																																																		0		0		0		0		1		0		1		1

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				0				0				1				2

				退職者 タイショクシャ		12		19		19		26		27		31		23		41		21		18		10		3		19		7														23		13		2		6		6		16		8		21		8		24		2		5		11		13		16		16		20		18		5		5		8		9		16		12		18		18		2		10		7		15		13		20		20		26		12		8		12		9		27		20		35		29		42		44		6		11		19		18		28		23		37		33		8		9		19		24		34		37		45		45		◎海外現地社員の入社・退職も含む カイガイ ゲンチ シャイン ニュウシャ タイショク フク

						31				45				58				64				39				13				26																36				8				22				29				32				7				24				32				38				10				17				28				36				12				22				33				46				20				21				47				64				86				17				37				51				70				17				43				71				90				前年12/31退職～〇月3末の前日まで退職の人数 ゼンネン タイショク ガツ マツ ゼンジツ タイショク ニンズウ

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		（トラスコ中山） ナカヤマ																																																																																																																																																		6		9		17		24		32		36		43		44

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				15				41				68				87

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		（タイ）																																																																																																																																																		1		0		1		0		1		0		1		0

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				1				1				1				1

		作成後隠す サクセイ ゴ カク		（インドネシア）																																																																																																																																																		1		0		1		0		1		1		1		1

		作成後隠す サクセイ ゴ カク																																																																																																																																																				1				1				2				2

				離職率 リショク リツ		3.6		2.0		5.7		2.8		8.3		3.4		6.8		4.5		5.7		2.0		2.6		0.3		4.9		0.8														5.8		1.4		0.5		0.7		1.5		1.7		2.0		2.2		1.9		2.5		0.5		0.5		2.3		1.3		3.3		1.6		4.1		1.8		1.1		0.5		1.5		0.9		3.0		1.2		3.4		1.8		0.4		1.0		1.2		1.4		2.3		1.9		3.5		2.4		2.2		0.8		2.1		0.8		4.3		1.8		5.6		2.6		6.7		3.9		1.0		1.0		3.0		1.6		4.5		2.1		5.9		3.0		1.4		0.8		3.1		2.2		5.6		3.4		7.3		4.1

						2.5				3.6				4.7				5.1				3.1				1.0				2.0																2.7				0.6				1.6				2.1				2.3				0.5				1.7				2.2				2.6				0.7				1.1				1.8				2.3				0.8				1.3				2.0				2.8				1.2				1.3				2.7				3.7				4.9				1.0				2.1				2.9				4.0				1.0				2.5				4.1				5.2

																																																																																																						※第56期②より海外出向者も社員数に含める ダイ キ カイガイ シュッコウシャ シャインスウ フク																																※新入社員、社員数に含まず(2020/3入社) シンニュウ シャイン シャイン スウ フク ニュウシャ																※新入社員、社員数に含まず(2021/3入社) シンニュウ シャイン シャイン スウ フク ニュウシャ

																離職率＝退職者数/（社員数+退職者数）*100 リショクリツ タイショクシャ スウ シャインスウ タイショクシャ スウ																																																																																						　（女2名、男4名） オンナ メイ オトコ メイ																第57期より出向者、現地従業員含む。 ダイ キ シュッコウシャ ゲンチ ジュウギョウイン フク																◎第一四半期(3月末)までは、前年の新入社員を反映 ダイイチ シハンキ ガツ マツ ゼンネン シンニュウ シャイン ハンエイ																◎第一四半期(3月末)までは、前年の新入社員を反映 ダイイチ シハンキ ガツ マツ ゼンネン シンニュウ シャイン ハンエイ

																																																																																																														※髙田監査役含まず（2018/3入社） タカタ カンサヤク フク ニュウシャ

																																																																																																														※小松監査役含まず（2018/3退職） コマツ カンサヤク フク タイショク																																【変更】 ヘンコウ								【1/1付変更】 ヘンコウ				【5/1付変更】 ヅケ ヘンコウ				【9/1付変更】 ヅケ ヘンコウ

																																		平均年齢・年収 ヘイキン ネンレイ ネンシュウ																																																																																																												95098橋本　 ハシモト								雇用延長→シニア				雇用延長→シニア				雇用延長→シニア

																																				平均年齢 ヘイキン ネンレイ				平均年収 ヘイキン ネンシュウ																																																																																																						新卒→中途へ								50076中村 ナカムラ				51019竜門				51063　金子 カネコ

																																				女 オンナ		男 オトコ		キャリア		エリア																																																																																																				（採用課・経企打ち合わせ済み） サイヨウ カ ケイ キ ウ ア ズ												51023竹川 タケガワ

																																		2009年3月期		27.9		40.6		663

																																				37.5

																																		2010年3月期 ネン ガツキ		28.3		41.4		653		552

																																				38.0				587

																																		2011年3月期		29.2		42.0		675		570

																																				38.7				605

																																		2012年3月期		29.9		42.7		700		577

																																				39.5				618

																																		2013年3月期		30.4		42.9		727		590

																																				39.6				635

																																		2014年3月期		30.4		43.4		726		609

																																				39.7				634





（補足）件数元データ

				○元データ　：　該当月最終営業日の全得意先クエリ モト ガイトウ ツキ サイシュウ エイギョウビ ゼン トクイサキ

				○除外口座　：　受注止め、業種コード 60輸出　63社員販売　64営業外口座、販売店名が運送会社（破損）の”破”を含む、10桁コード ”3”で始まる（物流部）、T・Z含む ジョガイ コウザ

				○親コード一つに複数の産業コードを取得している法人は、窓口得意先の業種でカウント オヤ ヒト フクスウ サンギョウ シュトク ホウジン マドグチ トクイサキ ギョウシュ

		得意先
件数 トクイサキ ケンスウ		口座数 コウザスウ																				新規口座数 シンキ コウザスウ																				抹消口座数 マッショウ コウザ

				F1		F2		F3		F4		H1		H2		E1		E2		S1		合計 ゴウケイ		F1		F2		F3		F4		H1		H2		E1		E2		S1		合計 ゴウケイ		F1		F2		F3		F4		H1		H2		E1		E2		S1		合計 ゴウケイ

		業種名称 ギョウシュ メイショウ		機械工具 キカイ コウグ		熔材商 ヨウ ザイショウ		ファクトリ他 タ		ワーカー他 タ		ＨＣルート		ＨＣ(F)ルート		通販
一般 ツウハン イッパン		集中購買 シュウチュウ コウバイ		海外 カイガイ				機械工具 キカイ コウグ		熔材商 ヨウ ザイショウ		ファクトリ他 タ		ワーカー他 タ		ＨＣルート		ＨＣ(F)ルート		通販
一般 ツウハン イッパン		集中購買 シュウチュウ コウバイ		海外 カイガイ				機械工具 キカイ コウグ		熔材商 ヨウ ザイショウ		ファクトリ他 タ		ワーカー他 タ		ＨＣルート		ＨＣ(F)ルート		通販
一般 ツウハン イッパン		集中購買 シュウチュウ コウバイ		海外 カイガイ

		57期1月 キ ガツ		3678		1659		4358		7819		6243		1525		438		535		-		26255		10		4		20		18		24		6		36		12		-		130		4		1		8		9		8		2		4		7		-		43

		57期2月 キ ガツ		3678		1663		4378		7826		6308		1526		438		539		-		26356		4		5		20		13		66		2		0		5		-		115		4		0		1		6		1		1		0		1		-		14		

		57期3月 キ ガツ		3676		1664		4394		7844		6316		1528		446		544		-		26412		5		5		21		25		9		2		8		5		-		80		7		4		5		7		1		0		0		0		-		24		

		57期4月 キ ガツ		3674		1669		4403		7831		6315		1529		446		547		-		26414		30		29		28		81		6		1		5		3		-		183		32		24		19		94		7		0		5		0		-		181		

		57期5月 キ ガツ		3675		1677		4408		7843		6321		1534		454		549		-		26461		11		9		9		21		11		5		8		2		-		76		10		1		4		9		5		0		0		0		-		29		

		57期6月 キ ガツ		3676		1674		4429		7853		6149		1534		461		556		-		26332		6		4		24		18		8		2		8		8		-		78		5		7		3		8		180		2		1		1		-		207		

		57期7月 キ ガツ		3665		1677		4455		7871		6155		1498		459		564		-		26344		5		3		20		27		7		3		1		7		-		73		6		0		4		9		1		39		2		0		-		61		

		57期8月 キ ガツ		3665		1678		4466		7917		6149		1500		459		579		-		26413		3		3		14		63		12		3		1		15		-		114		3		2		3		17		18		1		1		0		-		45		

		57期9月 キ ガツ		3659		1673		4470		7930		6156		1501		459		582		-		26430		2		4		8		42		11		2		0		4		-		73		8		9		4		29		4		1		0		1		-		56		

		57期10月 キ ガツ		3664		1675		4482		7959		6154		1504		461		586		-		26485		10		6		20		34		6		3		3		5		-		87		5		4		8		5		8		0		1		1		-		32		

		57期11月 キ ガツ		3665		1687		4492		7971		6133		1491		469		642		-		26550		11		21		29		42		11		3		8		57		-		182		10		9		19		30		32		16		0		1		-		117		

		57期12月 キ ガツ		3661		1684		4502		8001		6131		1490		473		648		-		26590		3		3		12		40		3		1		6		4		-		72		7		6		2		8		5		2		2		0		-		32		

		57期		3661		1684		4502		8001		6131		1490		473		648		-		26590		100		96		225		424		174		33		84		127		-		1263		101		67		80		231		270		64		16		12		-		841

		58期1月 キ ガツ		3655		1684		4495		7999		6159		1542		406		657		284		26881		5		1		9		18		11		7		1		15		0		67		11		1		16		22		3		0		1		6		0		60		×

		58期2月 キ ガツ		3653		1685		4497		8003		6187		1554		410		667		284		26940		4		1		5		14		32		9		4		7		0		76		3		0		3		10		1		0		0		0		0		17		

		58期3月 キ ガツ		3658		1682		4491		7991		6194		1560		408		672		285		26941		14		2		7		19		11		6		2		9		1		71		9		5		13		31		4		0		4		4		0		70		

		58期4月 キ ガツ		3651		1679		4498		8014		6197		1564		419		672		285		26979		4		2		23		56		10		4		14		0		0		113		11		5		16		33		7		0		3		0		0		75		

		58期5月 キ ガツ		3649		1674		4480		8015		6206		1567		429		680		285		26985		11		1		1		14		10		3		20		8		0		68		13		6		19		13		1		0		10		0		0		62		

		58期6月 キ ガツ		3647		1671		4480		8060		6221		1570		434		695		291		27069		1		5		7		55		15		3		13		20		6		125		3		8		7		10		0		0		8		5		0		41		

		58期7月 キ ガツ		3647		1674		4489		8075		6250		1580		436		699		291		27141		11		3		25		25		30		10		3		9		0		116		11		0		16		10		1		0		1		5		0		44		

		58期8月 キ ガツ		3649		1670		4485		8052		6268		1584		436		728		297		27168		10		2		8		11		19		6		14		28		1		99		8		6		12		34		2		1		1		0		8		72		

		58期9月 キ ガツ		3645		1671		4501		8067		6290		1593		437		753		297		27254		2		5		20		20		26		9		1		32		0		115		6		4		4		5		3		0		0		7		0		29		

		58期10月 キ ガツ		3653		1672		4507		8085		6323		1596		441		774		297		27348		13		4		9		21		32		5		6		26		0		116		5		3		3		5		0		0		1		5		0		22		

		58期11月 キ ガツ		3631		1676		4540		8133		6330		1597		435		805		297		27444		5		7		24		52		8		1		2		35		0		134		11		2		6		6		1		0		8		4		0		38		

		58期12月 キ ガツ		3638		1677		4596		8138		6328		1591		443		831		308		27550		13		1		59		16		6		2		8		34		4		143		6		0		3		10		8		8		0		9		0		44		×

		58期		3638		1677		4596		8138		6328		1591		443		831		308		27550		93		34		197		321		210		65		88		223		12		1243		97		40		118		189		31		9		37		45		8		574

		59期1月 キ ガツ		3629		1681		4606		8144		6333		1595		451		996		312		27747		7		5		10		17		8		4		8		169		4		232		8		1		11		5		3		0		1		6		0		35		

		59期2月 キ ガツ		3634		1680		4601		8170		6346		1588		474		1013		315		27821		15		1		6		36		29		5		23		17		3		135		10		1		11		11		16		12		0		0		0		61		

		59期3月 キ ガツ		3634		1684		4602		8401		6324		1592		476		1020		323		28056		8		4		17		247		12		4		3		17		8		320		8		0		16		16		34		0		1		10		0		85		

		59期4月 キ ガツ		3615		1694		4610		8453		6335		1594		478		1043		330		28152		1		11		18		68		12		2		3		24		7		146		20		1		10		16		1		0		1		1		0		50		

		59期5月 キ ガツ		3613		1694		4628		8461		6349		1598		583		1058		335		28319		3		3		23		30		14		4		108		15		5		205		5		3		5		22		0		0		3		0		0		38		

		59期6月 キ ガツ		3615		1696		4629		8505		6356		1604		695		1074		343		28517		9		2		10		59		9		8		112		27		8		244		7		0		9		15		2		2		0		11		0		46		

		59期7月 キ ガツ		3618		1697		4639		8540		6375		1606		699		1086		349		28609		3		4		15		46		21		2		9		14		6		120		0		3		5		11		2		0		5		2		0		28		

		59期8月 キ ガツ		3618		1694		4649		8565		6460		1682		707		1107		353		28835		4		1		16		33		88		76		8		28		4		258		4		4		6		8		3		0		0		7		0		32		

		59期9月 キ ガツ		3621		1691		4647		8606		6493		1690		710		1155		364		28977		9		0		11		51		35		8		3		51		11		179		6		3		13		10		2		0		0		3		0		37		

		59期10月 キ ガツ		3623		1693		4663		8673		6512		1693		714		1216		375		29162		6		3		17		74		20		4		4		65		12		205		4		1		1		7		1		1		0		4		1		20		

		59期11月 キ ガツ		3628		1701		4682		8748		6526		1694		712		1307		380		29378		6		9		26		93		14		1		1		92		5		247		1		1		7		18		0		0		3		1		0		31		

		59期12月 キ ガツ		3627		1700		4683		8812		6537		1699		715		1399		389		29561		5		2		7		76		11		5		3		99		9		217		6		3		6		12		0		0		0		7		0		34		

		59期		3627		1700		4683		8812		6537		1699		715		1399		389		29561		76		45		176		830		273		123		285		618		82		2508		79		21		100		151		64		15		14		52		1		497









		得意先
件数 トクイサキ ケンスウ		法人数 ホウジン カズ																				新規法人数 シンキ ホウジン スウ																				抹消法人数 マッショウ ホウジン カズ

				F1		F2		F3		F4		H1		H2		E1		E2		Ｓ1		合計 ゴウケイ		F1		F2		F3		F4		H1		H2		E1		E2		S1		合計 ゴウケイ		F1		F2		F3		F4		H1		H2		E1		E2		S1		合計 ゴウケイ

		57期1月 キ ガツ		1867		304		1192		1667		72		36		148		37		-		5323		1		0		0		1		1		0		2		4		-		9		3		1		2		2		1		0		0		0		-		9

		57期2月 キ ガツ		1867		304		1196		1667		70		35		148		36		-		5323		0		0		1		1		0		0		0		0		-		2		0		0		0		1		0		1		0		0		-		2		

		57期3月 キ ガツ		1867		304		1195		1669		68		35		149		36		-		5323		0		0		4		4		1		0		2		1		-		12		2		1		3		3		1		0		1		1		-		12		

		57期4月 キ ガツ		1865		303		1197		1666		68		35		147		37		-		5318		1		0		2		2		0		0		0		1		-		6		3		1		0		5		0		0		2		0		-		11		

		57期5月 キ ガツ		1862		303		1197		1662		71		35		148		38		-		5316		0		0		1		2		1		0		1		0		-		5		3		0		0		4		0		0		0		0		-		7		

		57期6月 キ ガツ		1859		300		1201		1664		69		34		150		40		-		5317		0		0		4		1		0		0		1		2		-		8		3		3		1		0		0		0		0		0		-		7		

		57期7月 キ ガツ		1855		300		1206		1665		69		34		147		40		-		5316		1		0		6		4		0		0		0		0		-		11		4		0		2		3		0		1		2		0		-		12		

		57期8月 キ ガツ		1852		299		1208		1663		68		33		147		40		-		5310		0		1		3		1		0		0		0		0		-		5		3		2		1		3		1		1		0		0		-		11		

		57期9月 キ ガツ		1848		297		1211		1662		67		33		147		40		-		5305		1		0		3		3		0		0		0		0		-		7		5		2		0		4		1		0		0		0		-		12		

		57期10月 キ ガツ		1849		297		1210		1664		67		33		148		42		-		5310		2		0		1		3		0		0		1		2		-		9		1		0		2		1		0		0		0		0		-		4		

		57期11月 キ ガツ		1847		298		1213		1665		67		32		150		43		-		5315		0		1		4		4		0		0		1		1		-		11		2		0		1		3		0		0		0		0		-		6		

		57期12月 キ ガツ		1848		299		1218		1667		69		34		137		44		-		5316		0		0		3		3		0		0		0		0		-		6		3		0		0		1		0		0		1		0		-		5		

		57期		1848		299		1218		1667		69		34		137		44		-		5316		6		2		32		29		3		0		8		11		-		91		32		10		12		30		4		3		6		1		-		98

		58期1月 キ ガツ		1842		298		1215		1663		72		37		131		44		271		5573		1		0		1		0		0		1		0		0		0		3		7		1		4		5		0		0		0		0		0		17		×

		58期2月 キ ガツ		1841		298		1217		1665		71		37		133		45		271		5578		1		0		2		3		0		0		1		1		0		8		2		0		0		1		0		0		0		0		0		3		

		58期3月 キ ガツ		1837		297		1214		1655		71		37		129		44		271		5555		0		0		2		2		0		0		0		0		0		4		4		1		5		12		0		0		4		1		0		27		

		58期4月 キ ガツ		1829		296		1210		1646		70		37		127		44		271		5531		1		0		3		4		0		0		0		0		0		8		8		1		7		13		1		0		2		0		0		32		

		58期5月 キ ガツ		1825		295		1205		1640		70		37		127		45		271		5515		0		0		0		3		0		0		0		1		0		4		5		1		5		9		0		0		0		0		0		20		

		58期6月 キ ガツ		1824		294		1203		1637		70		37		127		45		277		5514		0		0		3		3		0		0		0		0		6		12		1		1		5		6		0		0		0		0		0		13		

		58期7月 キ ガツ		1820		294		1202		1635		70		37		129		45		277		5509		2		0		2		1		0		0		3		0		0		8		6		0		3		3		0		0		1		0		0		13		

		58期8月 キ ガツ		1816		293		1201		1635		70		38		130		45		278		5506		1		0		1		2		0		1		1		0		9		15		5		1		2		2		0		0		0		0		8		18		

		58期9月 キ ガツ		1812		293		1205		1634		70		38		131		42		278		5503		0		1		5		1		0		0		1		0		0		8		4		1		1		2		0		0		0		3		0		11		

		58期10月 キ ガツ		1810		294		1211		1635		71		37		128		42		278		5506		1		1		6		2		0		0		0		0		0		10		3		0		0		3		0		0		1		0		0		7		

		58期11月 キ ガツ		1805		292		1214		1638		71		37		127		42		278		5504		0		0		1		4		0		0		0		0		0		5		2		1		1		2		0		0		1		0		0		7		

		58期12月 キ ガツ		1805		292		1217		1637		70		35		129		42		288		5515		4		0		4		2		0		0		2		0		4		16		4		0		1		3		1		2		0		0		0		11		×

		58期		1805		292		1217		1637		70		35		129		42		288		5515		11		2		30		27		0		2		8		2		19		101		51		8		34		61		2		2		9		4		8		179

		59期1月 キ ガツ		1799		293		1219		1628		70		35		131		43		292		5510		4		1		6		2		0		0		3		0		4		20		8		0		4		11		0		0		2		0		0		25		

		59期2月 キ ガツ		1796		292		1215		1625		70		34		136		44		294		5506		0		0		2		4		0		0		5		1		2		14		3		1		6		7		0		1		0		0		0		18		

		59期3月 キ ガツ		1792		292		1213		1617		69		34		137		45		301		5500		1		0		2		1		0		0		2		1		7		14		5		0		4		9		1		0		1		0		0		20		

		59期4月 キ ガツ		1785		291		1207		1613		69		34		138		45		308		5490		0		0		1		3		0		0		1		0		7		12		7		1		7		7		0		0		0		0		0		22		

		59期5月 キ ガツ		1784		290		1210		1615		69		34		137		45		313		5497		1		0		6		8		0		0		1		0		5		21		2		1		3		6		0		0		2		0		0		14		

		59期6月 キ ガツ		1778		290		1211		1614		69		34		138		45		321		5500		0		0		3		5		0		0		1		0		8		17		6		0		2		6		0		0		0		0		0		14		

		59期7月 キ ガツ		1778		289		1210		1612		70		35		138		45		327		5504		0		0		2		4		1		1		0		0		6		14		0		1		3		6		0		0		0		0		0		10		

		59期8月 キ ガツ		1775		289		1211		1612		70		35		138		45		331		5506		0		0		4		2		0		0		1		0		4		11		3		0		3		2		0		0		1		0		0		9		

		59期9月 キ ガツ		1774		288		1209		1612		69		35		138		45		342		5512		2		0		2		4		0		0		0		0		11		19		3		1		4		4		1		0		0		0		0		13		

		59期10月 キ ガツ		1773		287		1210		1614		69		35		139		45		353		5525		0		0		2		3		0		0		1		0		12		18		1		1		1		1		0		0		0		0		1		5		

		59期11月 キ ガツ		1772		287		1210		1612		69		35		138		46		358		5527		0		0		2		3		0		0		1		1		5		12		1		0		2		5		0		0		2		0		0		10		

		59期12月 キ ガツ		1768		286		1208		1609		69		35		139		46		367		5527		1		0		0		2		0		0		1		0		9		13		5		1		2		5		0		0		0		0		0		13		

		59期		1768		286		1208		1609		69		35		139		46		367		5527		9		1		32		41		1		1		17		3		80		185		44		7		41		69		2		1		8		0		1		173

		法人数 ホウジンスウ

		58期12月 キ ガツ		1805		292		1217		1637		70		35		129		42		282		5509

		修正 シュウセイ

		58期12月 キ ガツ		1805		292		1217		1637		70		35		129		42		288		5515

		口座数 コウザ スウ

		58期12月 キ ガツ		3638		1677		4596		8138		6328		1591		443		831		301		27543

		修正 シュウセイ

		58期12月 キ ガツ		3638		1677		4596		8138		6328		1591		443		831		308		27550

		海外口座・法人数 カイガイ コウザ ホウジン スウ

				法人 ホウジン		口座 コウザ

		海外販売課 カイガイ ハンバイ カ		99		120

		タイ		135		136

		インドネシア		133		133

				367		389



&14取引先件数元データ	







参考資料⑦－当社売上高指数・鉱工業生産指数

▮当社売上高指数及び鉱工業生産指数の推移

（％） トラスコ売上高指数

鉱工業生産指数

※指数基準：平成27年（2015）を100とする
※鉱工業生産指数は令和4年（2022）1月31日に経済産業省より公表された数値
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