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株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。
さて、ここに当社第69期（平成24年４月１日から平成25年３
月31日まで）の報告書をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げ
ます。当連結会計年度のわが国経済は、東日本大震災の復興需
要による下支えが続いたものの、欧州債務危機等による海外経
済の減速や長期化した円高を背景とする輸出産業の不振等に
よる景気下振れリスクを抱えた不透明な状況で推移いたしまし
た。しかしながら、昨年末の政権交代以降、各種政策への期待感
や円安傾向を背景として、国内株式市況は上昇基調となり、景
況感に改善の兆しが現れました。石油販売業界におきましては、
国内石油製品価格は、期首から第２四半期半ばまで下降傾向に
ありましたが、中東情勢の緊迫化等により続伸した原油市況と
連動して上昇へ転じました。昨年末以降、原油市況は前年度を
下回りましたが、円安傾向の影響を受け、製品価格は前年度よ
りも高い水準で推移いたしました。国内石油製品需要につきま
しては、火力発電所向け重油の需要は高まりましたが、軽油を除
く他油種の販売数量は前年度を下回り、燃料油全体の需要は前
年度並みとなりました。　　
このような状況下、当連結会計年度の当社グループ業績は、
石油関連事業において、ガソリン販売数量は増加いたしました。
また、外食事業においてケンタッキーフライドチキン（KFC）店
は、前年度に３店舗を譲り受けしたことにより、売上高は増加い
たしましたが、タリーズコーヒー店は、テナントビル入居状況の
変動等により来客数が減少し、売上高は減少いたしました。この
結果、当社グループ売上高は微増となりました。しかしながら、
直営部門で燃料油の仕入価格に対する価格転嫁が十分にでき
なかったことなどにより売上総利益が減少したことや、前年度に
譲り受けしたケンタッキーフライドチキン店や本社移転に関わ
る販売費及び一般管理費が増加したことなどにより、営業利益、

経常利益、当期純利益はいずれも減益となりました。
わが国経済の今後の見通しは、昨年末から円安・株高が進行

し、景況感に持ち直しの動きが見られるものの、海外景気下振
れ等のリスクも介在し、依然として楽観できない状況が続くと
予想されます。石油販売業界におきましては、省エネ技術の改
良や燃料転換が進み、国内石油製品需要の減少が予想されて
います。このような中、当社グループは株主価値を重視し、売上
利益の拡大、経費の効率的使用に努めるとともに、その他資産
効率の改善を推し進め、ＲＯＡ（総資産経常利益率）３％達成を目
標とする新中期経営計画「ＧＣ２１－１３」を策定いたしました。既
存事業におきましては淘汰が進む市場でシェアを高め、「勝ち
組」を目指し取り組んでまいります。同時に、これまで築き上げ
てきた経営資源を活用し、新規ビジネスを形成して収益基盤の
拡充を目指してまいります。
株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻

を賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ ● To Our Shareholders 

代表取締役社長 筒井 博昭
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売　 上　 高

経 常 利 益 

当 期 純 利 益 

68,487百万円

372百万円 

132百万円 

0.1%

21.0%

14.3% 

 （対前期比）

 （対前期比）

 （対前期比）

Financial Highl ights財務ハイライト（連結）
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当連結会計年度の当社グループ業績は、石油関連事業においてガソリンの販売数量
が増加したことなどにより、売上高は684億87百万円、前期比0.1％の微増となりまし
た。しかしながら、直営部門で仕入価格上昇分の価格転嫁に苦戦し売上総利益が減少し
たことや、前年度に譲り受けた外食店舗に関わる経費が増加したことなどにより、営業
利益は1億57百万円、前期比41.5％の減益、経常利益は3億72百万円、前期比21.0％
の減益、当期純利益は1億32百万円、前期比14.3％の減益となりました。 97.7%

1.5%

石油関連事業

外食事業

0.8%
不動産事業

売上高
構成比

石油関連事業

燃料油拡販施策の実施により販売数量が
増加となり前期比4.0％の増収。

直営部門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円２３,４１７

第68期第67期第66期第65期 第69期

22,51021,62520,582
26,676 23,417

ペットボトル飲料で震災特需向けの供給
が終息したことなどにより前期比1.0％
の減収。

産業資材部門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円４，０８１

第68期 第69期第67期第66期第65期

4,291 4,0814,4814,9474,685

ガソリンと灯油の販売数量が増加となり
前期比1.3％の増収。

直需部門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円２３，９61

第68期 第69期第67期第66期第65期

23,492 23,961
19,91617,051

23,844

一部販売店の運営するＳＳが閉鎖したこ
となどにより燃料油の販売数量が減少と
なり前期比8.3％の減収。

卸 部 門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円１３，４２２

第68期 第69期第67期第66期第65期

14,640 13,42214,56812,93714,413

販売競争激化により販売数量が減少と
なり前期比1.5％の減収。

その他部門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円２，０５１

第68期 第69期第67期第66期第65期

2,083 2,0511,8641,637
2,321

石油関連事業売上高構成比

35.0%
直営部門

20.0%
卸部門

35.8%
直需部門

6.1%

66,934
百万円

産業資材
部門

3.1%
その他部門

営業の概況
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外食事業 不動産事業

売上高

第70期の業績予測 今後の施策

売上高百万円 百万円１，０１９ ５３３

売上高   （単位：百万円） 売上高   （単位：百万円）

第68期 第69期第67期第66期第65期

852
1,019

782776 758

第68期 第69期第67期第66期第65期

544 533508497 507

ケンタッキーフライドチキン店を前年度に3店舗
譲り受けしたことにより前期比19.6％の増収。

一部物件の稼働率が低下したことなどにより前期
比2.1％の減収。

❶ 石油販売事業の強化

❷ 省エネルギー及び
新エネルギー関連製品の展開

❸ 外食事業と不動産事業の充実

❹ コーポレートガバナンスの強化

〉〉今後の見通し

売 上 高 百万円74,000 （当期比 8.0％増）

営 業 利 益 百万円270 （当期比70.9％増）

経 常 利 益 百万円430 （当期比15.3％増）

当 期 純 利 益 百万円210 （当期比58.6％増）

Review of Operat ions
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平成24年10月に開設いたしましたホーチミン駐
在事務所では、ベトナム国内での潤滑油及びその他
商品の販売を見据えたマーケティング調査を行って
おります。潤滑油の有識者をベトナム国内に常駐さ
せることにより、販売パートナー会社の発掘、日本か
ら直接販売が可能な需要家の選定、その他市場調査
を含んだ潜在需要の確認などの調査をしておりま
す。また、現在は日本国内との協力体制を強め、より
具体的な戦略を作成しその計画に基づき調査活動
を継続しております。

トピックス

日新商事ホーチミン駐在事務所

706, Floor, Waseco building,10Pho Quang St, W2. Dist Tan Binh, HCMC, Vietnam
TEL：84-8-3930-0649

日新商事ホーチミン駐在事務所

ホーチミンの街

ホーチミン駐在事務所の今井社員
（右から2人目）と現地協力企業のスタッフホーチミン駐在事務所が入居しているビル

ベトナム

ミャンマー

ホーチミン

マレーシア

タイ

ラオス

カンボジア

中国
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平成２５年１月、東京都北区に「Ｄ.Ｄセルフ赤羽ＳＳ」が
リニューアルオープンいたしました。店内はカフェやマガ
ジンコーナー、多目的トイレを完備しております。また、
認証整備工場も併設しているため、お客様のカーライフに
対応した充実したSSとなっております。

平成２５年４月、名古屋市守山区に「Ｄ.Ｄセルフ千代田通
ＳＳ」がリニューアルオープンいたしました。コーティング専
用ブースをはじめ、お車に関する充実したサービス環境を
ご提供しております。店内には、カフェやマガジンコーナー
をご用意しておりますので、ごゆっくりおくつろぎいただ
けます。また、自動調光機能を持つLED照明を設置し、お
客様のご来店中は明るく、待機中は省エネを行い、お客様
だけでなく自然環境にもやさしいＳＳとなっております。

平成２５年４月、大坂府堺市南区に「Ｄ.Ｄセルフ光明池ＳＳ」
を運営承継しリニューアルオープンいたしました。店内に
は、カフェやマガジンコーナーをご用意しておりますので、
ごゆっくりおくつろぎいただけます。泉北高速鉄道光明池
駅のすぐ近く、近隣には数少ない24時間営業のセルフSSと
してお客様に支持され選ばれるＳＳを目指してまいります。

D.Dセルフ3店舗がリニューアルオープン！

D.Dセルフ赤羽ＳＳ

D.Dセルフ光明池ＳＳ

D.Dセルフ千代田通ＳＳ

To p i c s
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現金及び預金が減少したものの、保有株
式の株価上昇により投資有価証券が増加
したことなどにより、前連結会計年度末に
比べ２６百万円増加いたしました。

連結貸借対照表

科　目 前連結会計年度
平成24年3月31日現在

当連結会計年度
平成25年3月31日現在

【資産の部】
流動資産 12,028,374 11,885,723
現金及び預金 1,373,478 1,163,832
受取手形及び売掛金 9,763,465 9,859,632
商品及び製品 596,035 601,692
貸倒引当金 ▲ 27,936 ▲ 8,740
その他 323,329 269,306
固定資産 12,936,294 13,105,627
有形固定資産 8,537,900 8,476,968
無形固定資産 306,671 250,986
投資その他の資産 4,091,722 4,377,672
資産合計 24,964,668 24,991,350
【負債の部】
流動負債 6,257,327 6,068,293
支払手形及び買掛金 3,871,572 4,088,822
短期借入金 645,000 605,000
未払金 638,624 596,121
賞与引当金 224,022 198,422
その他 878,108 579,927
固定負債 2,757,828 2,640,985
負債合計 9,015,155 8,709,278
【純資産の部】
株主資本 15,627,991 15,639,308
資本金 3,624,000 3,624,000
資本剰余金 3,281,625 3,281,625
利益剰余金 9,365,724 9,377,041
自己株式 ▲ 643,357 ▲ 643,357
その他の包括利益累計額 321,521 642,763
その他有価証券評価差額金 337,056 648,479
為替換算調整勘定 ▲ 15,535 ▲ 5,716
純資産合計 15,949,512 16,282,072
負債純資産合計 24,964,668 24,991,350

（単位：千円）

支払手形及び買掛金が増加したものの、
預り保証金が減少、また社債を償還したこ
となどにより、前連結会計年度末に比べ
３億５百万円減少いたしました。

連結財務諸表

資産の部

負債の部
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（単位：千円）連結損益計算書

科　目
前連結会計年度
平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで

当連結会計年度
平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

売上高 68,415,069 68,487,736
売上原価 62,096,218 62,212,006
売上総利益 6,318,851 6,275,730
販売費及び一般管理費 6,048,689 6,117,733
営業利益 270,162 157,996
営業外収益 269,056 263,764
営業外費用 67,325 48,891
経常利益 471,893 372,869
特別利益 40,686 106,130
特別損失 130,461 171,265
税金等調整前当期純利益 382,118 307,734
法人税、住民税及び事業税 276,423 167,207
法人税等調整額 ▲ 48,753 8,130
少数株主損益調整前当期純利益 154,449 132,396
当期純利益 154,449 132,396

（単位：千円）連結キャッシュ・フロー計算書

科　目
前連結会計年度
平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで

当連結会計年度
平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 1,019,298 316,784

投資活動による
キャッシュ・フロー ▲ 408,329 ▲ 427,609

財務活動による
キャッシュ・フロー ▲ 687,618 ▲ 110,905

現金及び
現金同等物に係る換算差額 ▲ 5,994 9,819

現金及び現金同等物の
増減額（▲は減少） ▲ 82,643 ▲ 211,911

現金及び
現金同等物の期首残高 1,442,916 1,360,273

現金及び
現金同等物の期末残高 1,360,273 1,148,361

石油関連事業でガソリンの販売数量が増加したことな
どにより、72百万円の増収となりました。

損害賠償金を特別利益に計上いたしましたが、投資有
価証券評価損と減損損失を特別損失に計上したことな
どにより、22百万円の減益となりました。

法人税等の支払や売上債権の増加などにより資金が
減少したものの、仕入債務の増加や税金等調整前当期
純利益の計上などにより資金が増加しました。この結
果、3億16百万円の資金の増加となりました。

有形固定資産・投資有価証券の取得などにより資金が
減少となりました。この結果、4億27百万円の資金の減
少となりました。

借入金により資金が増加したものの、社債の償還や配当
金の支払などにより資金が減少となりました。この結果
1億10百万円の資金の減少となりました。

直営部門で仕入価格上昇分の価格転嫁に苦戦し売上
総利益が減少したことや、前年度に譲り受けた外食店
舗や本社移転に関わる販管費が増加したことなどに
より、１億12百万円の減益となりました。

Consol idated Financial Statements

売上高

営業利益

当期純利益

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー
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平成２５年度配当及び
今後の配当政策を
教えてください。

中期経営計画
「GC21－13」について
教えてください。

Q Q
このページは株主様と当社とのコミュニケーションをより深めるためのページです。
株主の皆様がお知りになりたいテーマをQ＆A形式でお伝えいたします。

当社の利益配分は、配当につ
きましては株主様への利益還
元重視の基本姿勢のもと、財
政状態、内部留保なども総合

的に勘案し、安定的、継続的かつ業績に連動さ
せる配当を実施してまいります。内部留保に
つきましてはＳＳ、外食店舗、不動産物件等の
営業拠点に対する設備投資の原資として充当
する予定であります。
平成25年度の1株当たりの配当金は、当面厳
しい経営環境が予想されますが、安定的、継続
的に配当する基本方針に基づき、中間、期末と
も9円、通期18円を予定しております。

当社グループは、2013年度を
起点とする３ヵ年の中期経営
計画「GC21－13」を策定いた
しました。

基本方針として、創業以来の基本精神「日々新
たなり」のもと、「誠意をもって和を成し信頼を得
る」ことを心がけ、人々の暮らしの発展を支える
ために、エネルギー、飲食、不動産事業等を通じ
社会に貢献してまいります。また、常に法令を遵
守し、健全な経営を実践して社会のニーズに応
えることにより、適正かつ安定的な利益を生み
出し、ステークホルダーから求められる会社を
目指してまいります。
その結果、最終年度（2015年度）にはＲＯＡ
（総資産経常利益率）3％、連結経常利益700
百万円を目標といたします。

A A

ご質問にお答えいたします
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石油販売業界を
取り巻く環境について
教えてください。

Q

当社の事業内容や最新情報についてご興味をおもち
の株主・投資家の皆様は、ぜひ当社のホームページを
ご覧ください。決算説明資料や開示資料のほか、プレ
スリリース等のコンテンツを充実させております。

トップページ

石油販売業界におきまして
は、省エネ技術の改良や燃料
転換が進み、国内石油製品需
要の減少が予想されておりま

す。このような中、当社グループは、淘汰が
進む市場でシェアを高め、「勝ち組」を目指し
取り組んでまいります。同時に、これまで築
き上げてきた経営資源を活用し、新規ビジ
ネスを形成して収益基盤の拡充を目指して
まいります。

ホームページのご案内

A

環境ソリューションビジネス
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当社直営店舗数

55
7
6

当社直営SSは、平成25年6月27日現在で55SSとな
りました。そのうちＤ.Ｄ店舗は47SS、セルフ店舗は
27SSとなっております。
外食事業のKFCは7店舗、タリーズコーヒーは6店舗
となっております。

Dr.Drive

認証整備工場

セルフ給油 24時間年中無休

店舗形態

Value Style

震災時給油可能 指定工場

太陽光発電システム設置

　直営サービスステーション　55 SS
〒 住　所 電話番号

東京第一支店SSグループ 105-0023 東京都港区芝浦1-12-3（Daiwa芝浦ビル4階）03-3457-6933

永代橋SS 104-0033 東京都中央区新川1-16-3 03-3551-4871

D.D駒沢通り八雲SS 152-0023 東京都目黒区八雲4-11-17 03-3717-1550

D.Dセルフ環八砧SS 157-0073 東京都世田谷区砧2-1-2 03-3417-2581

D.D北馬込SS 143-0021 東京都大田区北馬込1-33-5 03-3771-5393

D.D高円寺SS 166-0003 東京都杉並区高円寺南4-13-1 03-3314-0263

D.D目黒中央SS 152-0002 東京都目黒区目黒本町2-1-17 03-3714-9551

D.Dセルフ村山学園SS 208-0011 東京都武蔵村山市学園2-29-2 042-563-0279

D.D戸田中央SS 335-0022 埼玉県戸田市上戸田2-31-11 048-444-1531

志木SS 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町4-22-52 048-462-0811

D.D王子SS 114-0002 東京都北区王子1-27-12 03-3912-1441

D.D飛鳥山SS 114-0023 東京都北区滝野川3-55-12 03-3910-5651

D.D余丁SS 162-0055 東京都新宿区余丁町8-14 03-3341-3319

D.D中野通りSS 164-0013 東京都中野区弥生町4-26-6 03-3384-2145

D.Dセルフ赤羽SS 115-0042 東京都北区志茂5-5-2 03-3902-7589

D.D新田端SS 114-0012 東京都北区田端新町3-13-9 03-3800-2044

D.D上富士SS 113-0021 東京都文京区本駒込5-38-7 03-3827-0764

D.Dセルフ昭島SS 196-0015 東京都昭島市昭和町1-3-13 042-544-9212

D.D入船桜川SS 104-0042 東京都中央区入船1-3-5 03-3551-4362

D.D赤堤SS 156-0044 東京都世田谷区赤堤3-24-21 03-3325-8484

東嶺町SS 104-0074 東京都大田区東嶺町41-17 03-3750-7090

（平成25年6月27日現在）

※東嶺町SSは、平成25年6月にオープンしました。

※

SS当社直営SS

KFC店舗 

タリーズコーヒー店舗

店舗

店舗

店舗所在地
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〒 住　所 電話番号

横浜支店SSグループ 221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-32（ベイフロント横浜4階）045-453-2374

D.D保土ヶ谷SS 220-0055 神奈川県横浜市西区浜松町10-15 045-231-0891

セルフ北富岡SS 236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東2-4-2 045-772-5817

D.D能見台SS 236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通34-11 045-784-8355

D.Dセルフ佐江戸SS 224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町745 045-932-3887

D.Dセルフ山手台SS 245-0004 神奈川県横浜市泉区領家3-1-4 045-811-5857

D.D上倉田SS 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町936-2 045-881-7070

D.Dセルフ小杉SS 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町2-271-1 044-722-5432

D.Dさぎぬま北SS 216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋2-6-1 044-877-2219

D.Dセルフ手広SS 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原330 0467-45-0300

D.Dセルフ本郷台南SS 247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町195-1 045-897-5855

大阪支店SSグループ 590-0964 大阪府堺市堺区新在家町東1-1-28（日本興亜堺ビル2階） 072-224-8084

高倉町SS 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町2-8-18 06-6928-6675

玉出SS 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守7-13-27 06-6656-2009

鳳北SS 593-8328 大阪府堺市西区鳳北町3-28 072-262-6224

D.Dセルフ深井駅前SS 599-8237 大阪府堺市中区深井水池町3252-2 072-278-5701

D.Dセルフ阪和堺インターSS 599-8251 大阪府堺市中区平井818-4 072-277-5970

D.DセルフなかもずSS 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3078-1 072-250-6551

D.D宝塚中山台SS 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台2-2-4 0797-88-4378

D.Dセルフ生駒真弓SS 630-0122 奈良県生駒市真弓2-14-1 0743-79-2592

〒 住　所 電話番号

D.Dセルフ第二神明大久保インターSS 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡1-5-1 078-967-5353

D.Dセルフ神戸つつじが丘SS 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町字寺池1460-2 078-709-2223

D.Dセルフ光明池SS 590-0143 大阪府堺市南区新檜尾台3-1-23 072-294-9222

名古屋支店SSグループ 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-3-9 052-733-2290

D.Dセルフ高岳町SS 461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-21-18 052-931-2807

D.D千種SS 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-3-9 052-731-4050

上小田井SS 452-0814 愛知県名古屋市西区南川町74 052-501-6483

D.Dセルフ大野木SS 452-0803 愛知県名古屋市西区大野木5-1 052-505-2400

D.Dセルフ千代田通SS 463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南2-2-21 052-794-1155

D.Dセルフ平針SS 468-0011 愛知県名古屋市天白区平針3-711 052-803-3151

D.Dセルフ萩野通SS 462-0026 愛知県名古屋市北区萩野通1-15 052-917-0701

D.D春日井時計台SS 486-0833 愛知県春日井市上条町6-2545 0568-81-7281

D.Dセルフ鹿山SS 458-0045 愛知県名古屋市緑区鹿山2-6-1 052-896-7557

D.D豊明SS 470-1121 愛知県豊明市西川町島原9-10 0562-92-7019

D.Dセルフ太平通SS 454-0838 愛知県名古屋市中川区太平通3-18 052-354-6711

D.Dセルフ植田SS 468-0003 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2-112 052-801-4525

D.Dセルフ菅田SS 468-0043 愛知県名古屋市天白区菅田2-101 052-801-4966

D.Dセルフけやき通りSS 480-1178 愛知県長久手市丁子田17-17 0561-67-6200

※D.Dセルフ光明池SSは、平成25年4月にオープンしました。

※

N e t w o r k
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N e t w o r k

〒 住　所 電話番号

KFCインレット小杉店 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町2-271-1 044-739-1650

KFC保土ヶ谷店 240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7-309アーバンビル 045-338-3273

KFC中山店 226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町59中山駅ビル 045-930-1570

KFCイオン天王町店 240-0001 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町3-1イオン天王町1階 045-340-2571

KFCショッパーズ
プラザ横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12ショッパーズプラザ横須賀2階 046-820-1172

KFC 
LIVINよこすか店 238-0013 神奈川県横須賀市平成町3-21-4LIVINよこすか1階 046-828-6555

KFC横須賀
中央駅前店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町1-1　野上屋ビル1階 046-828-3037

　KFC　7 店舗

〒 住　所 電話番号
タリーズコーヒー
品川三菱重工
本社ビル店

108-0075 東京都港区港南2-16-5三菱重工ビルグランパサージュ2　2階 03-6718-2830

タリーズコーヒー
蒲田アロマ
スクエア店

144-0052 東京都大田区蒲田5-37-1ニッセイアロマスクエア1階 03-5714-0630

タリーズコーヒー
イオンモール
津田沼店

275-0016 千葉県習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼2階 047-403-3610

タリーズコーヒー
霞ヶ関桜田ビル店 105-0003 東京都港区西新橋1-1-3　東京桜田ビル1階 03-3539-2766

タリーズコーヒー
アトレ秋葉原店 101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-9アトレ秋葉原2（2階） 03-5296-7711

タリーズコーヒー
新川崎三井ビル店 212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2新川崎三井ビルWEST棟　1階 044-520-1078

　タリーズコーヒー　6 店舗

D.Dセルフ生駒真弓SS

タリーズコーヒー
アトレ秋葉原店

KFC中山店

店舗所在地
（平成25年6月27日現在）
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S tock  I n fo rmat ion

500,000株以上
3,003,392株
39.5%

100,000株以上
1,333,110株
17.6%

100株未満 221株 0.0%

500株以上 36,350株 0.5%

100株以上 624,527株 8.2%

1,000株以上 586,440株 7.7%

5,000株以上 306,160株 4.0%

10,000株以上 941,400株 12.4%

50,000株以上 768,400株 10.1%

個人・その他
3,860,200株
50.8%

金融機関 1,079,400株 14.2%

外国人 20,900株 0.3%

証券会社 1,800株 0.0%

その他国内法人 2,637,700株 34.7%

発行可能株式総数 .............................................30,400,000株
発行済株式の総数 ............................................... 7,600,000株
株主数 ............................................................................6,604名

株  主  名 持株数（株）持株比率（%）
JXホールディングス株式会社 1,140,000 16.9 
株式会社日新 990,000 14.7 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 349,000 5.2 
株式会社三井住友銀行 250,000 3.7 
筒井博昭 208,700 3.1 
筒井健司 164,300 2.4 
筒井敦子 156,100 2.3 
日新商事従業員持株会 105,010 1.6 
株式会社三菱東京UFJ銀行 100,000 1.5
日本精化株式会社 99,000 1.5 
（注）1.持株比率は自己株式（873,392株）を控除して計算しております。
　　2. 当社は、自己株式873,392株を所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。

当社では、毎年3月31日現在で当社
株式を1単元（100株）以上所有の
株主様に郵便局の選べるギフト「鳥
コース」掲載商品の中からご希望の
商品（3,000円相当）を贈呈する株
主優待制度を導入しております。

※ 第66期は、創立記念配当金2円を含んでおります。

（前期末比1,167名増）

18

第68期

181818
20

第67期第66期第65期 第69期

（単位：円）

（注）「500,000株以上」及び「個人・その他」株式には自己株式873,392株が含まれており
ます。

株式の状況
（平成25年3月31日現在）

株　主　優　待 1株当たり配当金（年間）の推移

株式の状況

大株主

所有数別株式分布状況

所有者別株式分布状況



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

事 業 年 度 毎年4月1日から3月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月下旬
基準日 定時株主総会 3月31日

その他必要のある場合は公告いたします｡
期 末 配 当
中 間 配 当

毎年3月31日
毎年9月30日

株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先
 （ 電 話 照 会 先 ）

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
TEL.0120-782-031（フリーダイヤル）

取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行って
おります。
● 住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口
座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管
理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

● 未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

● 「配当金計算書」について
配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の
規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、
その添付資料としてご使用いただくことができます。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、
配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。
※確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

商 　 　 号 日新商事株式会社
NISSIN SHOJI CO., LTD.

設 　 　 立 昭和25年2月1日（創業  昭和22年8月7日）
資 本 金 36億2,400万円
本社所在地 〒105-0023

東京都港区芝浦一丁目12番3号（Daiwa芝浦ビル4階）
TEL.03-3457-6251

従 業 員 数 359名（平成25年3月31日現在）

● 一般石油製品及び副製品の販売
● 石油化学製品及びその合成樹脂製品の販売
● 液化石油ガスの製造、販売、並びにその附属品の販売
● 自動車部品及びタイヤ類の販売
● プラスチックの成形機械類並びにその附属品の販売
● 損害保険代理業並びに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
● 飲食店業
● 不動産賃貸業
● 電解還元水整水器、カートリッジ及び電解還元水の販売
● 自動車及び自動車用品の賃貸業
● 食料品、日用雑貨及びその他生活用品の販売並びに飲料（清涼飲料
水）の製造、販売

● 超高輝度マイクロプリズム反射素材の販売
●  電気通信事業法による通信機器販売及び電気通信サービスの加入
手続きに関する代理店業務

● 電化製品及び環境対応商品等の販売
● 発電及び売電に関する事業
● 農業用資材の製造、販売

代表取締役社長 筒井　博昭 常 勤 監 査 役 中島　 　博
専 務 取 締 役 三浦　満男 監 査 役 田名部陽介
常 務 取 締 役 青木　修三 社 外 監 査 役 山口　睦男
取 締 役 林　　 雅巳 社 外 監 査 役 増田　正治
取 締 役 山添　潤一
取 締 役 竹田　栄司

〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目12番3号（Daiwa芝浦ビル4階）
TEL.03-3457-6251　http://www.nissin-shoji.co.jp/

会 社 概 要

主 要 事 業

役 　 　 員

会社概要 株主メモ
（平成25年6月27日現在）


