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妥協なき挑戦を続けて、社会を明日へとつないでいく。
ྺӧগܐ೮ᖅ҅ᶾᐒտᩳݻ๚̶
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エネ ル ギ ーを蓄えられる蓄 電 池 。
この 発 明 の おか げ で 、あらゆる機 器 が
持 ち 運 べるようになった 。
人類がたどり着けなかった場所へ行けるようになった。
産 業 の 発 展を、人 類 の 進 化を止 めることなく、
い かなるときも 社 会を支 えてきた 技 術 。
そして 、そ の 可 能 性 はまだまだ 広 がって いる。
この 先 、5 0 年 後 、1 0 0 年 後 の 、あ たり前 の 日々 の ために
新しい エネ ル ギ ー の あり方 が 求 められる今 、私 たちにできることは 何 か 。
ＧＳユアサ は 、これからも 革 新 的 なチャレンジを続 け 、
社 会を明 日 へと進 める創 造を続 けてゆきます。
ؙݢ᠏ᚆრጱ᠏ኪ̶
ኧԭᬯӞݎกԅݱᐿᤰᗝ׀ԧ൭̶
Ոᔄݢզڹஃզஃᩇੱޮರ᮷๚้کᬡጱࣈො̶
ᧆದࣁӧӾෙՈᔄᬰྍጱचᏐӤവۖԧૡӱݎձ࣐֜ײতᕣඪඅ፳ᐒտڹᤈ̶
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Message

エネルギー・デバイス・カンパニーとして、
社会に新たな価値を創造し続けます。
֢ԅӞਹᚆრᤰ॓҅ݪل೮ᖅԅᐒտڠ᭜ෛհ꧊̶
自動車用バッテリーや産業用電池、無停電電源システム、

*6 <XDVDጱԾߝचԭ꧌ํړපࣈڥአᚆრᬰᤈ꧌නኪጱ໐

深海調査や宇 宙 開 発に貢 献 する高 性 能 な 電 池 など、

ஞದ҅ଠာଫአԭᐒտጱොොᶎᶎইአ᠏ኪ̵ૡӱአ

エ ネ ル ギ ー を 効 率 良く充 放 電 さ せ る技術を根幹とした

ኪ̵ӧᳵෙኪრᔮᕹ̵ᨯሠԭႮၹ᧣ັਜਦݎጱṛ

私たちの製品は、社会のあらゆる場所で使われています。

ᚆኪᒵ̶

このように当社の製品が幅 広 いフィー ルドで活 躍できて

*6 <XDVDጱԾߝԏಅզᚆड़ଠာଫአԭݱӻᶾऒ҅෫ወฎ

いるのは、
ＧＳユアサが、常に時代の声に耳を傾け、世の中

ࢩԅ౯ժᚆލդጱ्ᶪ҅ӧෙԅӮኴ׀ෛհ꧊̶

に新しい価値を提供し続けてきたからにほかなりません。

ፓ҅ڹࣁզŉݢ೮ᖅݎፓຽ 6'*V Ŋ݊ŉӾŊᒵقቖ

今、
「 持続可能な開発目標（SDGs）」や「カーボンニュート

ᐒտ᧞᷌ԅፓຽے᭛ᬰᤈ̶᭗ᬦྌဳىᔄ*҅௳מ6 <XDVD

ラル」
をはじめ、グローバルな社会課題の解決を目指す動

ದ݊Ծߝࣁଫ࿈ݒײ۸ୌᑞਧጱᐒտचᏐᦡෞᒵ

きが加速しています。これらの声に耳を傾けてみると、気候

ොᶎݢᨯሠጱᬮํஉग̶़

変動への対応や安定的な社会インフラの構築など、当社の

๚౯ժਖ਼ᖀᖅ֢ԅӞਹᚆრᤰ॓҅ݪلŉᇔߝګ᭜Ŋᛔӧ

技術や製品が貢献できることはまだたくさんあります。

᧔҅ᬮտࣁचԭᚆრᓕቘದጱŉ༷ஷګ᭜Ŋොᶎᖀᖅᬰᤈᶐ

私たちはこれからも、エネル ギー・デバイス・カンパ ニ ー

ෛࣳ҅ԅԧਫሿ០᭜ӞӻᚆᦏӮኴӤጱՈժኞၚๅے

として、 モノづくり はもちろん、エネルギーマネジメント

ᛥᭇ̵ਞஞጱࣈቖሾहᐒտ҅؉ڊଫํጱᨯሠ̶

技 術を駆使した コトづくり においても革新的な挑戦を
続け、世界中の人々がより豊かで安心して暮らせる地 球
環境・社会の実現に貢献できるよう、
まい進してまいります。

代 表 取 締役 取 締 役 社 長
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դᤒݐᖩᐒᳩ

企業理念

մӱቘஷ

「 革 新と成 長 」
ＧＳ ＹＵＡＳＡは、社員と企業の「革新と成長」を通じ、
人と社会と地球環境に貢献します。

ŉᶐෛӨ౮ᳩŊ
*6<8$6$᭗ᬦާૡմӱጱŉᶐෛӨ౮ᳩŊ҅
ԅՈᔄ̵ᐒտࣈቖሾह؉ᨯሠ̶

経 営 ビ ジ ョン

մӱౄว

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、電池で培った先進のエネルギー技術で
世界のお客様へ快適さと安心をお届けします。
*6<8$6$᭗ᬦࣁኪӤङᙙጱضᬰᚆრದ҅
ԅقቖਮಁ׀ᛥᭇਞஞ̶

04

For society

社会の課題解決に、電池で挑む。
᭗ᬦኪದ҅ᥴ٬ᐒտ᧞̶᷌

豊 かな 緑を未 来 へ 残 す 。
ӿ᷻ጱᶆઊᖖኸᕳ๚

事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。
ＧＳユアサは、企業理念に基づき、常に未来を動かす原動力となる最先端技術に挑戦し、
革新的な製品を生み出し続けることで、持続可能な社会の実現に向けてさまざまな社会
課題の解決に貢献してまいります。

*6<XDVD᭗ᬦԪӱၚۖԅਫሿݢ೮ᖅݎጱᐒտ؉ᨯሠ̶
*6 <XDVDचԭմӱቘஷᛘێԭ᭗ᬦӧෙവۖ๚ݎڹݻጱܻۖێń ń๋ضᬰದ
҅ᖀᖅڠ᭜ڊᶐෛࣳԾߝ҅ᶎݻਫሿݢ೮ᖅݎᐒտጱݱୗݱ᧞᷌ጱᥴ٬҅؉ڊଫํ
ጱᨯሠ̶

【GSユアサの事業活動が貢献するSDGｓ】
̓ *6<XDVDԪӱၚۖᨯሠ6'*V̈́

SDGsとは国際社会の持続的な発展を阻害するさま

世界各地で自動車のCO 2 排出量や燃費に関する規制が厳しくなり、

ざまな社会課題を克服するために世界各国が2030

ハイブリッド自動車、電気自動車の普及やアイドリングストップ機能の標準化が進んでいます。

年までに達成を目指す内容が17項目に整理されてお
り、企業にも取り組みが求められています。

6'*Vԅԧᥴ٬ᴥᏥࢵᴬᐒտݢ೮ᖅݎጱݱᐿᐒ
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こうしたエコカーへのシフトや車の電動化の進展に、当社の製品が貢献しています。
Ӯኴࢵݱ&2ഭනᰁရᘙጱဩᥢ᩼᩼Ӹ໒҅

տ᧞᷌҅Ӯኴێࢵݱԩࣁଙڹᬡکಅෆቘڊ

Ⴐێۖݳኪۖጱฦ݊զ݊ސ؊ۑᚆጱຽٵ۸ྋࣁവᬰӾ̶

ጱᶱٖ҅մӱԞᤩᥝ݇Өଚݎഀ֢አ̶

*6<XDVDጱԾߝԅሾכጱഘኪۖ۸ጱݎӤ؉ڊᨯሠ̶

自 然 の 力を有 効に使う。

社 会 の 動きを止 めな い 。

ํපࣈڥአᛔᆐጱێᰁ

ᐒտၚۖӧݑᳵෙ

限りある化石燃料に代わり、再生可能エネルギーの利用を拡大させていくためには、

電力の供給なくして社会活動が立ち行かない今の時代において、

太陽光や風力などで得られる電力の出力変動を安定化させることが不可欠です。

災害時の電力供給途絶を想定したバックアップ電源の重要性が一層高まっています。

それら自然エネルギーの有効活用に、当社の製品が役立っています。

当社の製品は、高い品質と信頼性で社会の基盤となるインフラを守っています。

ԅݐդํᴴጱ۸Ꭺᆮා҅ಘय़ݢٚኞᚆრጱڥአ҅

୮Քդ҅ဌํኪ׀ێଫ੪෫ဩᐒտၚ̶ۖࢩྌ҅

ṛॡᴡᚆᷚᚆಅԾኞጱኪێᬌۑڊሲጱᑞਧฎӧݢጱ̶

ԅࣁᅒਸ਼๗ᳵݎኞኪ׀ێଫӾෙᘒݎጱ॓አኪრ੪ݒ੦ԅ᯿ᥝ̶

*6<XDVDጱԾߝํۗԭๅํපࣈڥአᬯԶݢٚኞᚆრ̶

*6<XDVDጱԾߝզṛᨶᰁݢᶌਝಷ፳֢ԅᐒտचᎪጱचᏐᦡෞ̶
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Field

地球上のあらゆる場所から宇宙まで。

衛星用
リチウムイオン電池
ܣจአᲂᐶৼኪ

宇宙開発に貢献する

社会を24時間365日

信頼性と高性能

バックアップ

ᨯሠԭਜਦݎጱݢᶌṛᚆ

Ӟॠੜ̵Ӟଙॠ๐ۓᐒտ

すべてが私たちの活躍フィールド。

制御弁式据置鉛蓄電池

交流無停電電源装置

ࢴਧࣳᴀഴୗ᠏ኪ

Իၞӧᳵෙኪრᤰᗝ

©JAXA/NASA

ࣈቖጱྯӞӻ៧کਜਦᑮᳵ҅
ق᮱᮷ํ*6<XDVDጱၚᶾऒ̶
時代、時代のニーズに合わせて市場を切り拓き、革新的な製品を開発してきたGSユアサ。
今では社会のあらゆる場所で、人類の進歩を、社会の営みを、支えています。
Ӟፗզ҅*6<XDVDࣙ೮ᶲଫդᄤၞ̵ᒧݳդᵱᥝ҅૱̵࣋ݎᶐෛࣳԾߝ̶
ইՔ҅ࣁᐒտጱොොᶎᶎ҅*6<XDVDጱԾߝӞፗඪ೮፳Ոᔄጱᬰྍᐒտጱ̶ݎ

極 限に挑む
ຄᴴ

街を見 守る
ਝಷᤋ᭲
深海の圧力に
負けない優れた耐久性
ݢᘔႮၹܴێጱܓ᩼ᘔԋ

©JAMSTEC

暮らしと社会を
やさしく照らす灯
ᅌطຨ҅ᆙՄኞၚӨᐒտ
LEDリチウム
ソーラーライト
有人潜水調査船用リチウムイオン電池
Ոᄟ᧣ັአᲂᐶৼኪ
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/('ॡᴡᚆᲂኪᅌ

産 業を支える

エネルギーを

ඪ೮ݱᤈݱӱ

有 効に使う

航空機用リチウムイオン電池
ᷢአᲂᐶৼኪ

ํපֵአᚆრ

リチウムイオン電池搭載
パワーコンディショナ

乗り物の進化に応える

産業用リチウム
イオン電池
（高容量タイプ）

ᤰํᲂᐶৼኪጱۑሲ᧣ᜓ

高性能・高品質

ૡӱአᲂᐶৼኪ
ҁय़ᰁࣳ҂

ӨԻ᭗ૡٍݎݶوጱṛᚆ̵
ṛᨶᰁ

世界の
自動車・オートバイ用鉛蓄電池
̵ർಓአ᠏ኪ

港湾でも活躍

移 動を進 歩させる

ଠာଫአԭقቖݱݗ

ᦏᑏۖๅےො

車載用
リチウムイオン電池
አᲂᐶৼኪ

産業用
リチウムイオン電池
（高入出力タイプ）

電動車両用鉛蓄電池
ኪۖ݉አ᠏ኪ

ૡӱአᲂᐶৼኪ
ҁṛᬌفᬌࣳڊ҂

再生可能エネルギーの
出力変動を安定化

太陽光発電用
パワーコンディショナ
ॡᴡᚆݎኪአۑሲ᧣ᜓ

運ぶ を支える
強靭な体力とパワー
ඪ೮ŉ൪ᬩŊጱ୩֛ᚆ

ݢٚኞᚆრጱᬌۑڊሲူۖᑞਧ۸
回生電力貯蔵装置
ٚኞኪਂؙێᤰᗝ
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Business Segment

社会のニーズに応える5つの事業セグメント。
ߥଫᐒտᵱጱय़Ԫӱ᮱ᳪ̶

自動車電池事業（国内）

自動車電池事業（海外）

産業電池電源事業

ኪԪӱҁ෭҂

ኪԪӱҁၹक़҂

ૡӱኪኪრԪӱ

国内の自動車・オートバイ用鉛蓄電池の製造・販売をおこ

中国や、タイ、インドネシアなどのアジア地域を中心に、世

携帯電話基地局向けやビル・上下水道・発電所など社会インフラ設備の電力バックアッ

なっています。近年普及が拡大しているアイドリングストッ

界19カ国37拠点で、自動車・オートバイ用、産業用鉛蓄

プ用産業電池・電源装置、再生可能エネルギー用パワーコンディショナのほか、フォーク

プ車やハイブリッド車などの環境対応車向けに高性能で高

電池の製造・販売をおこなっています。

リフトなどの電動車両用鉛蓄電池の製造・販売をおこなっています。

品質な始動用・補機用のバッテリーを開発し、市場へ送り
出しています。
ᨮᨱ෭ࢵ̵ٖർಓአᯢ᠏ኪጱኞԾᲀࠓ̶ᰒᬪ

զӾࢵ̵းࢵ̵ܦଶੰᥜԵᒵԵၖࣈ܄ԅӾஞ҅ࣁقቖӻࢵ

ᴻአԭᑏۖኪᦾचᒊ݊य̵़༵Ӥӥ̵᭲ݎኪᒊᒵᐒտचᏐᦡෞጱኪ॓ێአૡӱኪኪრᤰ

ਹӻړඪ҅ኞԾᲀࠓ̵ർಓૡӱአጱᯢ᠏

ᗝ̵ݢٚኞᚆრአۑሲ᧣ᜓक़҅ᬮኞԾᲀࠓ݉ᒵኪۖᬁአᯢ᠏ኪ̶

ኪ̶

ଙӧෙฦ݊ጱௐ᭛᩸؊ۑᚆႰێۖݳҁ+(9҂ᒵሾࣳכ
҅ݎԧṛᚆ̵ṛߝᨶጱۖސአ᠏ኪӨᬀአ᠏ኪ҅ଚ
വݻ૱̶࣋

北海道風力発電向け世界最大規模の蓄電池設備を
据付完了
トルコの自動車用鉛蓄電池生産・販売拠点を連結子会社化
ࢿᘦٌኞԾ̵ᲀࠓአᯢ᠏ኪचࣈ౮ԅݳଚৼݪل

北 海道 北部風 力送電 株 式会 社様 が建 設し

2022年5月、トルコのグループ会社であるİnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret

た北豊富変電所（北海道天塩郡豊富町）に、

Anonim Şirketiの出資比率を引き上げ、連結子会社化しました。これにより、欧州・中近

世 界 最 大 規 模 の 出 力 2 4 0 M W・容 量

東地域向け生産供給拠点として、自動車用鉛蓄電池の販売拡大を目指すとともに、欧州

7 2 0 M W h（ E V4 . 5 万 台 分 ）、蓄 電 池 盤

を中心としたフォークリフト用電池事業において、既存の鉛蓄電池に加え、今後リチウム

3 , 8 4 0 面 の 蓄 電 池 設備を据 付 完了しまし

イオン電池を販売し、さらなる事業の強化を目指します。

た 。蓄 電 池 は 風 力 発 電 の 出 力 変 動 を 吸 収

ଙ์҅ṛ֢ԅࢿᘦٌᵞࢫݪلጱİQFL*6<XDVD$N¿
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ᶎݻ۹ၹ᭲ᷚݎێኪጱӮኴ๋य़ᥢཛྷ᠏ኪᦡ॓૪ਞᤰਠླ

し、安定的な運用に貢献します。

6DQD\LYH7LFDUHW$QRQLPŞLUNHWLڊᩒྲֺ҅ਖ਼ٌݳଚԅৼ

ࣁኧ۹ၹ᭲۹᮱ᷚێᭆኪ໌ୗտᐒୌᦡጱ۹ӿݒ

֢҅ྌ̶ݪلԅཾၖ̵Ӿᬪӳࣈ܄ጱኞԾ׀ଫचࣈ҅զಘय़

ኪಅҁ۹ၹ᭲ॠፉᮭӿክ҂҅Ӯኴ๋य़ᥢཛྷ᠏ኪ

አᯢ᠏ኪጱᲀࠓ҅ଚᛘێԭᬰӞྍے୩զཾၖԅԆጱ݉

ᦡ॓૪ਞᤰ ਠླٌ҅ ᬌۑڊሲԅ  0 :̵ᰁԅ

አኪԪӱොᶎጱӱ҅ۓᴻԧሿํጱᯢ᠏ኪक़҅๚ᬮ

0:Kҁ ፘ୮ԭ(9ӡᬁ҂̵ࣘ᠏ኪ̶

ਖ਼ᲀࠓᲂᐶৼኪ̶

᠏ኪޕතᷚݎێኪᬌڊጱူۖ҅
ํۗԭᑞਧᬩᤈ̶

車載用リチウムイオン電池事業

特殊電池およびその他

አᲂᐶৼኪԪӱ

ᇙྛኪٌ݊՜

環 境 対応 車として注目が集まる電 気自動車やプラグインハイブ

有人潜水調査船や人工衛星、ロケットなど、深海から宇宙まで幅広い分

リッド車（PHEV）、ハイブリッド車（HEV）などに搭載される車載

野で使用されるリチウムイオン電池をはじめとする、特殊用途の電池や

用リチウムイオン電池の製造・販売をおこなっています。これまで

電源装置の開発・製造・販売をおこなっています。

に培ったノウハウをもとに、ニーズを先取りできる研究開発体制
を強化しています。

ࣁᬰᤈ፳ᇙྛአ᭔ጱኪኪრጱ̵ݎኞԾᲀࠓ҅۱ೡՈᄟ᧣ັ
Ո᭜ܣจ̵ᅉᓞᒵႮၹکਜਦጱଠာᶾऒӾଫአጱᲂᐶৼኪ̶

ྋࣁኞԾᲀࠓአԭ֢ԅሾࣳכᬁᘒ॓ݑ᎔ፓጱኪۖൊኪୗ

■ 事業別売上高構成比 （２０21年度）
ݱԪӱᲀࠓ᷐౮ྲֺҁଙଶ҂

Ⴐێۖݳ 3+(9 ̵Ⴐێۖݳ +(9 ᒵጱአᲂᐶৼኪ̶զᬤՔ
ԅྊᑌᔴጱದᦣᑶԅचᏐ҅୩۸ݢᩳࣁᵱضᒒጱᎸᑪ̶ګ֛ݎ

NEDO航空機用先進プロジェクトにおいて
400 Wh/kg級のリチウム硫黄電池の実証に成功
ブルーエナジー第2工場が稼働開始
%OXH(QHUJ\ᒫԫૡܯಭفኞԾ

1('2ᷢአضᬰᶱፓӾጱ:KNJᕆᲂᏜኪਫᦤ౮ۑ
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術

2022年4月にハイブリッド車用

総合開発機構（NEDO）の航空機用先進シ

リチウムイオン電池を製造・販売

ステム実用化プロジェクトにおいて、当社は

するブルーエナジーの第2工場

次 世代 航 空 機 の 実現 に向 けた「軽 量 蓄 電

が稼働を開始しました。カーボン

池 」に 関 す る 研 究 開 発 を 行 って い ま す。

ニュートラル実現に向けて自動

2021年度には中間目標の一つである「400

車の電動化が進む中、本工場は

Wh/kg級-リチウム硫黄電池の実証」に成功しました。この成果は、

ハイブリッド車用電池の需要増に対応すべく、現在の2.5倍に

安全性が高く軽量・低コストの航空機用先進システムの開発、さらに

相当する年産5,000万セルの生産体制構築を目指します。

は次世代航空機の電動化実現に近づくものとして評価されています。

特殊電池
およびその他

自動車電池事業（国内）

ᇙྛኪٌ݊՜

ኪԪӱҁࢵٖ҂

4%

19%

車載用リチウム
イオン電池事業
አᲂᐶৼኪԪӱ

11%
連結売上高
ݳଚᲀࠓ᷐

4,321億円
Պ෭ز

%OXH(QHUJ\ᒫԫૡܯԭଙ์ಭفኞԾ҅ᨮᨱኞԾᲀ

෭ࢵᒈᎸᑪݎဩՈෛᚆრzԾӱದᖓݎݳҁ1('2҂ጱᷢ

ࠓႰێۖݳአᲂᐶৼኪ̶ԅਫሿӾ҅ኪۖ۸ᬰᑕӧ

አضᬰᔮᕹਫᴬଫአᶱፓӾ҅*6<XDVDྋࣁԅਫሿӥӞդᷢᬰᤈŉ

ෙႮ۸҅ૡܯᛘێԭୌӞӻଙԾӡࣘኪᜮጱኞԾ֛

ᰁ᠏ኪŊፘىጱᎸᑪ̶֢ݎԅଙଶӾ๗ፓຽԏӞጱŉ:KNJ

産業電池電源事業

҅ګፘ୮ԭፓڹԾᚆጱ҅զჿ᪃Ⴐێۖݳአኪ෭ፅी

ᕆᲂᏜኪጱਫᦤŊ૪౮̶ۑᬯӞ౮ຎᤩᦊԅݻਫሿๅਞ̵قᰁ̵֗౮

ૡӱኪኪრԪӱ

自動車電池事業（海外）

ᳩጱᵱ̶

ጱᷢአضᬰᔮᕹጱ҅ݎ
զ݊ӥӞդᷢኪ࿈۸ᬧᬰԧӞྍ̶

23%

ኪԪӱҁၹक़҂

43%
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Network

グローバル、かつ、ローカルに。さまざまな国・地域で、さらなる挑戦を。
قቖ۸̵ࣈ۸̶ࣁ҅܄ࣈݱ̵ࢵݱᬨളᬰӞྍጱ̶
中国 Ӿࢵ

ハンガリー ۳ᇌڥ
●

GS Yuasa Hungary Ltd.

ドイツ ࢵ
●

GS Yuasa Battery Germany GmbH.

トルコ ࢿᘦٌ
●

イギリス ࢵ

Inci GS Yuasa Aku Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

●

Tianjin GS Battery Co., Ltd.

●

Yuasa Battery（Shunde）Co., Ltd.

●

Yuasa Battery (Guangdong) Co., Ltd.

●

GS Battery (China) Co., Ltd

●

Shanghai GS Toptiger Motive Power Co., Ltd.

GS Yuasa Battery Manufacturing UK Limited
● GS Yuasa Battery Sales UK Limited
●

ミャンマー ᖜኬ

フランス ဩࢵ
●

●

GS Yuasa Battery France SAS

Siam GS Battery Myanmar Limited

台湾 ݣკ

スペイン ᥜቔᇌ
●

GS Yuasa Battery Iberia SA

●

GS Battery Taiwan Co., Ltd.

●

Taiwan Yuasa Battery Co., Ltd.

パキスタン ૬चේ
●

Atlas Battery Ltd.

イタリア य़ڥ
●

ベトナム ᩼ܖ

GS Yuasa Battery Italy S.R.L.

●

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

マレーシア ḘᥜԵ
インド ܦଶ

タイ းࢵ
GS Yuasa Asia Technical Center Ltd.
● Siam GS Battery Co., Ltd.
● Siam GS Sales Co., Ltd.
● Yuasa Battery (Thailand) Pub. Co., Ltd.
● Yuasa Sales and Distribution Co., Ltd.
● GS Yuasa Siam Industry Ltd.
● GS Yuasa Siam Sales Ltd.
●

●

●

Tata AutoComp GY Batteries Private Limited

●

GS Yuasa Battery Malaysia Sdn. Bhd.
Yuasa Power Systems (Malaysia) Sdn. Bhd.

インドネシア ܦଶੰᥜԵ
PT. Yuasa Battery Indonesia
PT. Trimitra Baterai Prakasa
● PT. GS Battery
● PT. Yuasa Industrial Battery Indonesia
●
●

オーストラリア ᄳय़ڥԵ
●

海外の開発・生産・販売拠点／19カ国・37拠点 （2022年3月現在）
ၹक̵़ݎኞԾ̵ᲀࠓचࣈӻࢵਹࣈ̵܄ӻړඪҁ౼ᛗଙ์҂
開発 ݎ
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生産・販売

ኞԾ̵ᲀࠓ

販売 ᲀࠓ

Century Yuasa Batteries Pty. Limited

ニュージーランド ෛᥜه
●

Century Yuasa Batteries (NZ) Ltd.

全世界でトップクラスのシェアを誇るＧＳユアサの製品群を
さらに多くの人々に使っていただくため、今後も積極的な
海外展開を推進していきます。
ԅԧᦏๅग़አಁአӤࣁقӮኴํᶮᕆղ᷐ጱ*6<XDVDጱԾߝᔮ҅ڜՔ
ݸԞਖ਼ᑌຄࣈᬰᤈ෭զक़૱࣋ጱവଠ̶

自動車用鉛蓄電池の
世界シェア

オートバイ用鉛蓄電池の
世界シェア

አ᠏ኪጱ

ർಓአ᠏ኪጱ

قቖ૱࣋ํܛሲ

قቖ૱࣋ํܛሲ

アメリカ ᗦࢵ
Yuasa Battery, Inc.
● GS Yuasa Energy Solutions, Inc.
● GS Yuasa Lithium Power, Inc.
●

※

※

国内主要拠点
※２０2 1 年度 当社推定
ȡଙଶݪلവၥ

෭ࢵٖԆᥝړඪ

GSユアサの事業所・支社

■ 地域別売上高構成比 （２０21年度）

*6<XDVDጱԪӱಅ̵ݪلړ

܄ࣈݱᲀࠓ᷐ྲሲҁଙଶ҂

主要グループ会社
Ԇᥝᵞࢫݪل

ジーエス・ユアサ コーポレーション

●

*6<XDVD&RUSRUDWLRQ
●

●

GSユアサ

群馬事業所
ᗭḘԪӱಅ

*6<XDVD,QWHUQDWLRQDO/WG

ジーエス・ユアサ バッテリー
GS Yuasa Battery Ltd.
● ジーエス・ユアサ
フィールディングス
GS Yuasa Fieldings Ltd.
●

●

長田野事業所

●

ジーエス・ユアサ テクノロジー

●

ブルーエナジー

ᳩኦᰀԪӱಅ
*6<XDVD7HFKQRORJ\/WG

●

%OXH(QHUJ\/WG

●

その他

日本

ٌ՜

෭

7%

53%

欧米
ཾᗦ

16%
連結売上高

ＧＳユアサ インフラシステムズ
GS Yuasa Infrastructure
Systems Co., Ltd.

ݳଚᲀࠓ᷐

4,321億円
Պ෭ز

GSユアサ エナジー
*6<XDVD(QHUJ\/WG

●

リチウムエナジー ジャパン
/LWKLXP(QHUJ\-DSDQ

アジア
Եၖ

24%
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Research & Development
l

生 産・販 売

さらなる革新へ。
新技術・新製品の開発にも、ひたむきに。

ኞԾ̵ᲀࠓ

ᬰӞྍጱᶐෛ̶
ӫဳԭෛದ̵ෛԾߝጱ̶ݎ
事業部・グループ会社
（国内外）

顧客を深く研究し、柔軟な発想で、世の中に求められる革新的な
技術・製品を生み出すための研究開発体制を整えています。
ႮفᎸᑪᐒտᳯ᷌҅զᅎၚጱᖌ҅ਠ࠺Ӯኴᵱᥝጱ

設計開発
ᦡᦇݎ

ڠෛದԾߝጱᎸᑪ֛ݎᔮ̶

研 究・開 発

LIB
技術開発センター

Ꮈᑪ̵ݎ

/,%ದݎӾஞ

基 礎 研究

Ԫӱ᮱̵ᵞࢫݪل
ҁ෭ࢵٖक़҂

リチウムイオン電池の
研究・開発・設計

चᏐᎸᑪ

ᲂᐶৼኪጱ
Ꮈᑪ̵ᦇᦡ̵ݎ

生産技術
ኞԾದ

GS Yuasa Asia
Technical Center Ltd.

研究開発センター
ᎸݎӾஞ

ASEAN・周辺国の拠点に対する
鉛蓄電池の設計開発・性能評価

次世代技術の研究・開発
ӥӞդದጱᎸᑪ̵ݎ

ᰒӳፑ݊ᮝࢵړݪلඪጱ
ᯢ᠏ኪᦡᦇݎᚆᦧհ

グローバル
技術統括センター

社会課題・
市場ニーズ

قቖದᕹᓉӾஞ

ᐒտ᧞᷌Ө૱࣋ᵱ

鉛蓄電池の研究・開発

シーズ
ᐿৼ

ᯢ᠏ኪጱᎸᑪ̵ݎ

生産技術
ኞԾದ
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製 品・サ ービ スを
通じて 社 会に貢 献
᭗ᬦԾߝ๐ۓᨯሠᐒտ

Sustainability

これからの持続可能な未来の実現へ向けて。
ᬧݢݻ೮ᖅݎጱ๚̶
企業と社会のサステナビリティのために、さまざまな取り組みをおこなっています。
ԅਫሿմӱӨᐒտጱݢ೮ᖅݱݐᐿԈഷ̶

カーボンニュートラルへの取り組み

ダイバーシティ＆インクルージョン

地域社会への貢献

ᰒӾಅݐጱԈഷ

ग़ ۱

ࣈ܄ᐒտጱᨯሠ

ＧＳユアサは地球温暖化に伴う気候変動が社会にとっての重要な課題で

ＧＳユアサは､多様性を尊重し、また、誰もがその能力を十分に発揮し、心身ともに健

ＧＳユアサは､｢革新と成長を通じた人･社会･地球環境への貢献｣を主旨とする

あると認識し、事業活動に伴う温室効果ガス削減を推進しています。脱炭

康でいきいきと働き続けることが重要であると考え、働きやすさや働きがいを重視

企業理念を実践することによって､SDGsが目指す社会の実現に貢献できると

素社会への移行に向け、企業としての責任を果たすため、カーボンニュー

した取り組みを推進しています。

考えています。さまざまな活動への支援を通じて、地域の環境保全や次世代を

トラルの達成に向けた取り組みを、今後もさらに加速していきます。

*6<XDVDਜ਼᯿ग़҅ᦊԅྯӻՈ᮷ᚆ꧌ݎړഀᛔ૩ጱᚆ҅ێଚכ೮ஞ؋଼҅ᔜێ꧌ညࣈ

担う子どもたちを中心とした人づくりへの貢献を続けていきます。

*6<XDVDᦊᦩ֎کᵋ፳قቖݒำጱ࿈ݒײ۸ฎ᯿ᥝጱᐒտᳯ᷌҅ྋࣁവۖٺڷ

ૡ֢ᛗى᯿ᥝ҅ࢩྌྋࣁവᬰ᯿ᥤᚆड़ຂૡ֢ଚఽکݑૡ֢ԎጱԈഷ̶

*6<XDVD᪢ᤈզŉ᭗ᬦᶐෛӨ౮ᳩԅՈᔄ̵ᐒտࣈቖሾह؉ڊᨯሠŊԅԆጱմӱቘ

ԪӱၚۖፘىጱჅਰපଫ࿈֛ഭන̶Քݸਖ਼೮ᖅےளਫሿӾጱྍպ҅զઆᤈ

ஷ҅ԅ6'*Vᛘێԭਫሿጱᐒտ؉ڊᨯሠ̶᭗ᬦඪൔݱᐿၚۖ҅೮ᖅԅࣈ܄ሾहכಷզ

֢ԅմӱጱᨱձ҅ਫሿݻᚙᐒտᬦჁ̶

݊ङᙙᙒᨮӥӞդ᯿ձጱدᒏԅӾஞጱՈङᙙ؉ڊᨯሠ̶

GY環境長期目標2030

屋久島環境文化財団の活動の支援
ඪൔԋછሾह۸ᨰࢫၚۖ

*<ሾहᳩ๗ፓຽ

屋久島は1993年に日本の世界遺産第1号として登
録された日本を代表する自然です。屋久島環境文化

2030年度までに事業活動により排出する温室効果ガスを、30%以上削
減（2018年度比）することを目標に、さまざまな施策に取り組んでいます。
この目標を達成するために、①省エネルギー対策の推進、②再生可能エネ
ルギーの自家消費、③再エネ電力の調達を強化しています。
ᛘێԭ᭗ᬦݱᐿഷෞ҅ਫሿࣁଙଶԏڹԪӱၚۖഭනጱჅਰපଫ࿈֛ٺڷ
զӤҁଙଶྲݶ҂̶ԅᬡ౮ᬯӞፓຽ҅୩۸ɠᜓᚆᒽጱവᬰ̵ɡݢٚኞᚆ

プラチナくるみんに認定

なでしこ銘柄に初めて選定

財団への協賛を通じて、人類の財産である屋久島

「子育てサポートについて高い水準の

「『女性活躍推進』に優れた上場企業」

の豊かな自然環境を保護するための活動や自然と

取り組みを行っている」
（2020年6月）

（2022年3月）

឴᱉ᰂᥖ᥋ᦊᦤ
ŉᰒᙙدඪ೮ਫෞṛٵԈഷŊ
ҁଙ์҂

Ḓེفᭌ1$'(6+,.2%5$1'
ŉࣁ̽ঀၚവᬰ̾ොᶎᤒሿᑱڊጱӤ૱մӱŊ
ҁଙ์҂

人とが共生する地域づくりを行っています。
ԋછฎٍํ෭դᤒጱᛔᆐሾह҅ଚԭଙጭ୯ԅ
෭ḒӻӮኴ᭳Ծ̶᭗ᬦᩩۗԋછሾह۸ᨰࢫ҅
כಷՈᔄᨰԾń ńԋછ᷻ᛔᆐሾहጱၚۖ҅ଚ᭜Ո
Өᛔᆐ᧯وኞጱࣈ̶܄

提供：公益財団法人 屋久島環境文化財団
ࢶᇆ׀ғلፅᨰࢫဩՈԋછሾह۸ᨰࢫ

რጱᛔਹၾᩇ̵ɢᨻݢٚኞኪ̶ێ
劇団四季
「こころの劇場」
の支援
ඪൔࢥਊࢫۂŉஞᅎ࣋ۂ
劇団四季と一般財団法人舞台芸術センターが主催
する「こころの劇場」は、生命の大切さ、人を思いや
気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）
提言への賛同および
TCFDコンソーシアムへの参加（2019年12月）
ᩩݶ࿈ײፘىᨰ௳מۓᶂૡ֢ᕟҁ7&)'҂ጱୌᦓ҅ଚ݇Ө7&)'&RQVRUWLXP
ҁଙ์҂

る心、信じあう喜びなど、人が生きていく上で大切
健康経営優良法人に6年連続で認定

日本政策投資銀行（DBJ）健康格付に認定

なものを、舞台を通じて子どもたちの心に語りかけ

「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、

最高ランク「従業員の健康配慮への

る活動です。日本全国の子どもたちを学校単位で劇

戦略的に取り組んでいる」
（2022年3月）

取り組みが特に優れている」
（2018年7月）

ᬳᖅଙ឴؋଼ᓕቘսᐹմӱᦊᦤ
ŉާૡጱ؋଼ᓕቘଶᘍᡤኼഷෞŊ
ҁଙ์҂

឴෭ᒽಭᩒᱷᤈҁ'%-҂؋଼ᒵᕆᦊਧ
๋ṛᒵᕆŉᰒާૡ؋଼ىጱԈഷ੦ԅᑱڊŊ
ҁଙ์҂

場に無料招待しています。
ŉஞᅎ࣋ۂŊฎኧࢥਊࢫۂӨӞᛱᨰࢫဩՈᛩݣᜏӾஞԆ҅ې᭗ᬦ౭ݻۂৼժᦖᬿኞጱ᯿ᥝ̵ى
՜Ոԏஞ̵ፘמձጱࡅఌᒵՈኞ๋ԅ᯿ᥝԪᶱጱஞᅎᦾၚ̶ۖզ໊ԅ֖ܔᮀ᧗෭ࣈݱጱৼ
ժعᩇᥡ፡̶
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History

1895 〜

1931〜

1961〜

事業基盤の確立

事業の拡大と戦後からの復興

モータリゼーションとともに

ԪӱचᏐጱୌᒈ

ԪӱӨݸ᯿ୌ

ᵋ፳ۖ۸

日本の産業革命期。蓄電池の未来に可能性を見いだし、

蓄電池の充電に必要な水銀整流器の製造を開始。

自動車の大衆化に合わせ、
メンテナンスフリーの

島津源蔵・湯淺七左衛門がGSユアサの前身となる2つの会社をそれぞれ設立。

その技術を用いて、水銀灯の開発など新たな事業も展開。

バッテリーを開発。変化する自動車ニーズと大量生産の波に、

自動車用鉛蓄電池の製造などで事業の基盤を築いた。

多様な製品と技術で社会の発展を後押しした。

バッテリー製造技術の革新、生産体制の強化で対応。

෭ૡӱᶐ๗҅છၐრᡐၠӠૢܣᳪ፡অ᠏ኪጱ๚ᄟڦړ҅ێ౮ᒈॊၠࢵᴬڹጱӷਹ̶ݪل
ԅአᯢ᠏ኪጱኞԾᒵԪӱॽਧԧचᏐ̶

তኞԾ᠏ኪ꧌ኪಅᵱጱᱷෆၞ҅ଚྌڂದ҅
ԧᱷᅌݎᒵෛԪӱ̶᭗ᬦग़ጱԾߝӨದവۖԧᐒտ̶ݎ

ᵋ፳ጱฦ݊҅᠏ኪতعᖌಷԧ̶ݪل᭗ᬦᶐෛኪګ᭜ದ̵
୩۸ኞԾ֛ګଫ፳ӧෙݒ۸ጱᵱӨय़ᥢཛྷኞԾጱၵᄤ̶

1933

1963

● ガラス製水銀整流器の製造開始

● 初の海外拠点をタイに設立

1895

1919

● 島津源蔵、
日本で初めての

● 自動車用鉛蓄電池の製造開始

鉛蓄電池を製造

তኞԾአ᠏ኪ

তኞԾቄቼګᱷෆၞ

ࣁးࢵᦡᒈḒਹၹक़ړඪ

છၐრᡐ҅ኞԾ෭๋ጱ᠏ኪ

1920
● 自動車用鉛蓄電池の製造開始

1913

তኞԾአ᠏ኪ

● 湯淺七左衛門、
金属の電解科学に

関する研究を開始
ၠӠૢܣᳪ҅তํىᰂંኪᥴ
ᑀጱᎸᑪ

● 島津源蔵、
易反応性

鉛粉製造法を発明
છၐრᡐ҅
ݎกฃݍଫᔇګ᭜ဩ

1935
● 水銀整流器の製造開始

তኞԾᱷෆၞ

1938
● アルカリ電池の製造開始

1966
● 初の海外拠点をタイに設立

ࣁးࢵᦡᒈḒਹၹक़ړඪ

তኞԾᏴኪ

1917
● 日本電池
（株）設立

ᦡᒈ෭ኪҁ໌҂

1940

1924

● 超高圧水銀灯を開発

● 乾電池の研究に着手、

翌年製造販売を開始
፳፳ಋᎸᑪଗኪ҅
ᒫԫଙতኞԾᲀࠓ

1918
● 湯淺蓄電池製造
（株）設立

ݎ᩻ṛܴᱷᅌ

1941
● アルカリ電池の製造開始

তኞԾᏴኪ

1930

1972
● 超薄膜ユミクロンセパレーターによる

高性能ユミクロン電池発売
चԭ᩻ᡀᛂஙᔂᵍᛂጱṛᚆஙᔂኪӤ૱

● 島津源蔵、
十大発明家に選ばれる

છၐრᡐᤩᭌԅ܈य़ݎกਹ

ᦡᒈၠ᠏ኪګ᭜ҁ໌҂

1976
● ● メンテナンスフリー電池の製造販売開始

তኞԾ̵ᲀࠓعᖌಷኪ

日本電池 ෭ኪ
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ユアサ コーポレーション ၠ

GSユアサ *6<XDVD

1981〜

2001〜

情報化・グローバル社会への対応

持続可能な社会のために

ᭇଫ௳מ۸̵قቖ۸ᐒտ

ԅԧݢ೮ᖅጱᐒտ

電池の小型・高容量化などの要求に応え、

地球環境保全への意識が高まり、社会のあり方も変化する中、

携帯電話や音楽プレーヤーなどの機器が持ち歩けるように。

新たに、
クリーンエネルギー普及に貢献する蓄電システムや

さらに、宇宙開発に貢献する高性能な電池も生み出した。

EV・HEVなどの電動車両用リチウムイオン電池を開発。

ԅԧჿ᪃ๅੜ̵ๅय़ᰁኪጱᵱֵ҅ಋ̵ᶪԔඎනᒵᦡ॓ݢᵋ൭ଃ̶
Өྌݶ҅ኞԾṛᚆኪ҅ԅਜਦݎ؉ڊᨯሠ̶

ࣁقቖሾᦩכӧෙी୩̵ᐒտᨶݎኞݒ۸ጱఘ٭ӥෛݎԧؙᚆᔮᕹ(9̵+(9ᒵ
ኪۖᬁአጱᲂᐶৼኪ҅ԅႴ၄ᚆრጱฦ݊؉ڊԧᨯሠ̶

1981

2004

● 二輪車用制御弁式鉛蓄電池を開発

● 2社が経営統合し、
(株)ジーエス・ユアサ

ݎർಓአᴀഴୗᯢ᠏ኪ

2015
コーポレーション設立
ョン設立

ӷਹݪلᕪ០ݳଚ҅
ᦡᒈ*6<XDVD&RUSRUDWLRQ

឴෭ᑀದᘶፑಀกॹ

ർಓአᴀഴୗᯢ᠏ኪ
឴ᒫࢵᴬኪᒋᩦᇙॹڦ

● 国際宇宙ステーションにリチウムイオン電池が搭載

リチウムイオン電池が搭載

ᲂᐶৼኪአԭࢵᴬਜਦᑮᳵᒊ

ࢩՈᄟ᧣ັŉႮၹŊአኪጱ҅ݎ
឴෭Ծӱದय़ॹٖᴁቘय़ᛒॹ

● EN規格の自動車用鉛蓄電池を開発
（©JAMSTEC）

2005
● 自動車用制御弁式鉛蓄電池を開発

ݎአᴀഴୗᯢ᠏ኪ
● プレート形ニカド電池を開発

ݎ୵ୗ᳅᳂ኪ

として認定
として認
認定

2016

● 有人潜水調査船
「しんかい6500」
に

しんかい6500 Ⴎၹ

1985

●
「プラチナくるみん」企業

ᤩᦊᦤԅŉጮᰂᥖ᥋Ŋմӱ
ᤩᦊᦤԅ
ԅŉጮᰂᥖ᥋Ŋմӱ

1985
二輪車用制御弁式鉛蓄電池が
第6回国際バッテリーコンペティションで
特別賞を受賞

日本科学技術連盟デミング賞を受賞

2020

● 世界で初めて航空機にリチウムイオン電池システムの採用が決定

ӮኴḒེአԭᷢጱᲂᐶৼኪᔮᕹ

2007
● EV・PHEV用のリチウムイオン電池事業を開始

（合弁会社（株）
リチウムエナジー ジャパン 設立）
(9̵3+(9አᲂᐶৼኪԪӱጱতҁᦡᒈݳᩒݪل/LWKLXP(QHUJ\-DSDQ҂

2020
産業用リチウムイオン電池納入案件が
新エネ大賞を受賞
ૡӱአᲂᐶৼኪᶱፓឍ឴ෛᚆრय़ॹ

ཾၖຽٵአᯢ᠏ኪጱݎ

2017
● AI
（人工知能）
を用いた蓄電池システムの

2021

状態監視に関する実証実験を開始

● 温室効果ガス削減目標

ڥۖސአ$,ҁՈૡฬᚆ҂ፊၥ᠏ኪᔮᕹᇫாጱᐏਫḵ

「GY環境長期目標2030」
を設定

2017・2018

ᦡᒈჅਰපଫ࿈֛ٺഭፓຽ
ŉ*<ሾहᳩ๗ፓຽŊ

● 設立100周年を迎える

2021

（2017年 日本電池、2018年 ユアサ コーポレーション）
ョン）

1993

2009

● ポータブル機器用

● HEV用のリチウムイオン電池事業を開始

角形リチウムイオン電池を開発
൭ୗᦡ॓አො୵ᲂᐶৼኪጱݎ

1998
● 宇宙用リチウムイオン電池の製造開始

ᬨ౮ᒈޮଙҁଙ෭ኪ౮ᒈޮଙ̵
ଙ<XDVD&RUSRUDWLRQ౮ᒈޮଙ҂

ឍ឴᮱ᑀय़ᛒᤒᑀದॹ

（合弁会社（株）
ブルーエナジー 設立）
+(9አᲂᐶৼኪԪӱጱতҁᦡᒈݳᩒݪل%OXH(QHUJ\&R/WG҂
● アイドリングストップ車用鉛蓄電池を開発

ௐ᭛᩸؊ۑᚆአᯢ᠏ኪጱݎ

তኞԾਜਦᑮᳵአᲂᐶৼኪ

2014
● 超薄型リチウムポリマー二次電池を開発

ݎ᩻ᡀࣳᲂᘸݳᇔԫེኪ

文部科学大臣表彰 科学技術賞を受賞

電池産業の発展と普及への貢献を認められ、
IEEEマイルストーンに認定
ࢩٌኪԾӱጱݎവଠ؉ڊጱᨯሠᘒ឴
,(((᯾ᑕᏧ

2018
● 世界最
世界最大規模の風力発電用蓄電池設備を受注

឴Ӯ
឴Ӯኴ๋य़ᥢཛྷᷚݎێኪአ᠏ኪᦡ॓ጱᦈܔ

2019
● 国内初
国内初の完全バッテリー推進船にリチウムイオン電池を搭載

2022
● 令和３年度
「なでしこ銘柄」
に認定

឴ଙଶ
ŉ1$'(6+,.2
%5$1'Ŋᦊᦤ

෭ᒫӞ
෭ᒫӞᜄᯈ॓ᲂᐶৼኪጱقኪۖവᬰ
● 次世代
次世代航空機実現に向けた軽量蓄電池の開発を開始

তӥӞ
তӥӞդᷢአᰁ᠏ኪጱݎ
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Data
経営方針

ᕪ០ොᰒ

１．ＧＳＹＵＡＳＡは、お客様を第一に考え、お客様から最初に選ばれる会社になります。
２．ＧＳＹＵＡＳＡは、品質を重視し、環境と安全に配慮した製品とサービスを提供します。
３．ＧＳＹＵＡＳＡは、法令を遵守し、透明性の高い公正な経営を実現します。
 *6<8$6$զਮಁᛗӤ҅౮ԅਮಁḒᭌጱ̶ݪل
*6<8$6$᯿ᥤᨶᰁ҅قޮ׀ᘍᡤԧሾहਞقጱԾߝ๐̶ۓ
*6<8$6$᭽ਝဩဩᥢ҅ਫሿṛ᭐ก҅لྋӸกጱᕪ០̶

CSR方針

&65ොᰒ

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎ 事業内容

̴ګਧଚᕹᓉഴᙎݪل෪ӥෆ֛ᵞࢫմӱጱᕪ០ኼ҅

経営戦略を策定・統括し、
グループの

̴ਫሿᵞࢫմӱհ꧊ጱ๋य़۸̶

企業価値の最大化を図る。

̝ᦡᒈ

◎ 設立
2004年4月1日
◎ 京都本社

̴ኪᦾғ

電話 075-312-1211

̝ဳٙᩒ

ギー技術等により事業活動の持続的発展に取り組むとともに、人と社会と地球環境に貢献します。

4,321億円（2021年度）
◎ 従業員数
グループ連結 13,571名（2022年3月31日現在）
◎ 上場証券取引所
東京証券取引所

私たちは安全と健康を守る企業風土を構築します。
౯ժڠୌӞᐿᏟכਞ̵ق؋଼ጱմӱ۸̶

品質基本方針

ᨶᰁचොᰒ

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、企業理念の実現に向け、
「 ものづくり」
を研鑽し、お客様を第一に考え、製品と
サービスの質向上に努めます。
*6<8$6$ᛘێԭਫሿմӱቘஷ҅᱂Ꮈŉᇔߝګ᭜Ŋ҅զᶶਮᒫӞԅਤ҅ۘێṛԾߝ๐ۓᨶᰁ̶

環境基本方針

ሾहचොᰒ

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、社員と企業の「革新と成長」
を通じ、人と社会と地球環境に貢献
基本理念
चቘஷ

します。
「 電池で培った先進のエネルギー技術」で脱炭素・循環型社会の形成に
向け役割を果たし、持続可能な社会を実現します。

*6<8$6$᭗ᬦާૡմӱጱŉᶐෛӨ౮ᳩŊ҅ԅՈᔄ̵ᐒտࣈቖሾह؉ᨯሠ̶ڂŉࣁኪӤङᙙጱض
ᬰᚆრದŊ҅ࣁୌᒈ̵֗ሾࣳᐒտᬰᑕӾݎഀ֢አ҅ᘒਫሿݢ೮ᖅݎᐒտ̶
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̴ᮒᖫғ
̴Ղ᮷૱ݴ܄ܖᐣᴺᥜԏଢምԏḘ࣋ክኾࣈ

◎ 連結売上高

ਞܣقኞොᰒ

̝Ղ᮷ݪل

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、法令遵守にとどまらず、社会的責任に関わる国際的行動規範を尊重し、蓄エネル

安全衛生方針

̴ଙ์෭

〒601-8520

330億円

ݢ೮ᖅݶ҅ݎԅՈᔄ̵ᐒտࣈቖሾह؉ڊᨯሠ̶

̝Ԫӱٖ

持ち株会社傘下のグループ企業全体の

◎ 資本金

*6<8$6$ӧՐ᭽ਝဩե҅ᬮਜ਼᯿Өᐒտᨱձፘىጱࢵᴬᤈԅᥢ҅᭗ᬦؙᚆದᒵᛘێԭԪӱၚۖጱ

*6<XDVD&RUSRUDWLRQ

̴Պ෭ز
̝ݳଚᲀࠓ᷐
̴Պ෭زҁଙଶ҂
̝ާૡՈහ
̴ᵞࢫݷᦇݳҁ౼ᛗଙ์෭҂
̝Ӥ૱ᦤڭԻฃಅ
̴ӳՂᦤڭԻฃಅ

株式会社 GSユアサ

*6<XDVD,QWHUQDWLRQDO/WG

主要グループ会社

Ԇᥝᵞࢫݪل

̝Ԫӱٖ

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー

自動車用・産業用各種電池、電源システム、

̴*6<XDVDኞԾᲀࠓአ̵ૡӱአݱᐿኪ̵ኪრᔮᕹ̵

補修用自動車電池、
自動車関連商品の販売

受変電設備、その他の電気機器の製造・販売

̴ݒݑኪᦡٌ॓݊՜ኪ࿈ᦡ॓

株式会社 GSユアサ エナジー

̝ᦡᒈ

自動車用鉛蓄電池の開発・生産・販売

̴ଙ์෭

株式会社 ジーエス・ユアサ テクノロジー

̝ݪل

航空宇宙・防衛分野の電池および整流器等の製品の設計・開発・製造・販売・技術サービス

〒601-8520

̴ᮒᖫғ

株式会社 リチウムエナジー ジャパン

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

̴Ղ᮷૱ݴ܄ܖᐣᴺᥜԏଢምԏḘ࣋ክኾࣈ

大型リチウムイオン電池の開発・製造・販売

電話 075-312-1211

̴ኪᦾғ

◎ 事業内容

◎ 設立
2004年6月1日
◎ 本社

◎ 資本金
100億円

̝ဳٙᩒ
̴Պ෭ز

株式会社ブルーエナジー
高性能リチウムイオン電池の製造・販売および研究開発
株式会社 ＧＳユアサ インフラシステムズ
電源機器製品、航空障害灯の製造・販売、据付工事、保守・点検・修理等
株式会社 ジーエス・ユアサ フィールディングス

支社 ݪلړ

産業用電池・電源システム・受変電設備の総合エンジニアリングサービス
【東京支社】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目7番13号
【北海道支社】
〒060-0001 札幌市中央区北１条西6丁目1番地2
【東北支社】
〒980-0811 仙台市青葉区一番町3丁目1-1
【中部支社】
〒４６０−０００８ 名古屋市中区栄４丁目２番２９号
【関西支社】
〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目2番2号
【中国支社】
〒730-0032 広島市中区立町2番23号
【九州支社】
〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目12番1号

̓ӳՂ̈́ݪلړ
ᮒᖫғӳՂ᮷܄ᜡࢮلӞӟፓኾݩ
̓۹ၹ᭲̈́ݪلړ
ᮒᖫғଐ૱Ӿ।܄۹ᥜӟፓኾࣈ
̓ӳ۹̈́ݪلړ
ᮒᖫғ՟ݣ૱ᶆ܄ݨӞኾክӟፓ
̓Ӿ᮱̈́ݪلړ
ᮒᖫғݘݷ૱Ӿ܄ឍӟፓኾݩ
̓ىᥜ̈́ݪلړ
ᮒᖫғय़ᴝ૱۹܄झછӟፓኾݩ
̓Ӿࢵ̈́ݪلړ
ᮒᖫғଠછ૱Ӿ܄ᒈክኾݩ
̓Ԝ̈́ݪلړ
ᮒᖫғᐰٗ૱Ӿ।܄ॠᐟӟፓኾݩ

*6<XDVD%DWWHU\/WG
ࠓݸአኪ̵ፘߝࠟىጱᲀࠓ
*6<XDVD(QHUJ\&R/WG
አ᠏ኪጱ̵ݎኞԾᲀࠓ
*6<XDVD7HFKQRORJ\/WG
ਜਦᛯᑮ̵ᴠܣᶾऒጱኪෆၞᒵԾߝጱᦡᦇ̵̵ݎኞԾ̵ᲀࠓದ๐ۓ
/LWKLXP(QHUJ\-DSDQ
य़ࣳᲂᐶৼኪጱ̵ݎኞԾᲀࠓ
%OXH(QHUJ\&R/WG
ṛᚆᲂᐶৼኪጱኞԾ̵ᲀࠓ݊Ꮈᑪݎ
*6<XDVD,QIUDVWUXFWXUH6\VWHPV&R/WG
ኪრᦡ॓Ծߝ̵ᛯᑮᵑᏥᅌጱኞԾzᲀࠓ̵ਞᤰૡᑕ̵ᖌಷz༄ັzᖌץᒵ
*6<XDVD)LHOGLQJV/WG
ૡӱአኪ̵ኪრᔮᕹ̵ݒݑኪᦡ॓ጱᖓݳૡᑕ๐ۓ

事業所 Ԫӱಅ
【京都事業所】
〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地
【群馬事業所】
〒370-0111 群馬県伊勢崎市境上矢島671番地
【長田野事業所】
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〒620-0853 京都府福知山市長田野町1-37
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◎ISO14001認証取得日
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1998年6月12日（登録証番号JQA-EM0173）
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