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株主の皆様におかれましては、平素より別格のご高配を賜
り、厚く御礼申し上げます。
さて、ここに当社第70期（平成25年4月1日から平成26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、金融、財政政策の効果に

より、円安が定着し株価の回復が進みました。企業収益も増加
が見込まれ、雇用情勢が着実に改善しつつあります。また、個
人消費も回復傾向を示しており、消費税率引上げに伴う駆け
込み需要も見られました。一方で、一部海外地域の景気下振

れリスク、地政学的リスクの高まりが懸念されるなど、依然と
して不透明さも残っています。
石油販売業界におきましては、国内石油製品需要はガソリ

ンが夏季以降に前年割れに転じるなど全体的に落ち込むな
か、軽油は堅調な輸送需要により健闘したものの、燃料油全体
の販売数量といたしましては前年を下回りました。また、国内
石油製品価格は、前年度に比べ円安が進んだことにより、高い
水準で推移いたしました。
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燃料油全体の販売価格上昇や、販
売数量の増加、また太陽光発電設備や農業資材、中古車販売
など新たな商材への取り組みなどにより売上高は大幅な増収
となりました。それにより、SSと外食店舗の譲受けや、既存店
の改装などにより運営コストの増加はあったものの、営業利
益、経常利益、当期純利益いずれも増益となりました。
今後、各種政策により、国内経済は回復基調を維持するもの

と期待しておりますが、石油販売業界においては、省エネ技術
の進歩、燃料転換、原油価格の上昇による石油製品需要の減
少などにより、非常に厳しい経営環境が続くと予想されます。
そのようななか、将来に向けた安定的かつ継続的に維持でき

るビジネスの確立と強固たる収益基盤の構築を最重要課題と
し、人材育成と組織の効率化を進め、石油関連事業、外食事業、
不動産事業のほか、太陽光発電設備や農業資材などの新たな
商材の販売拡大に引き続き積極的に取り組んでまいります。
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 
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Financial Highlights ●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燃料油の販売価格が
上昇したことや販売数量が増加したことなどにより、売上高は762億50百万円、前期
比11.3%の増収となりました。また、太陽光発電設備や農業資材、中古車の販売な
ど、非石油商材の新たな取り組みにより売上総利益は増加し、営業利益は1億81百万
円、前期比15.0%の増益、経常利益は3億81百万円、前期比2.2%の増益、当期純利益は
1億44百万円、前期比8.9%の増益となりました。 98.0%

1.3%

石油関連事業

外食事業

0.7%
不動産事業

売上高
構成比

0.0%売電事業

燃料油の販売価格上昇や販売数量増
加、カーメンテ商品拡販により、前期比
8.6%の増収。

直営部門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円25,430

第68期第67期第66期 第70期第69期

22,51021,62520,582 25,43023,417

石油化学製品の価格上昇や農業資材の
貢献により、前期比6.1%の増収。

産業資材部門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円4,331

第68期 第70期第69期第67期第66期

4,291 4,3314,0814,4814,947

船舶向け軽油、Ａ重油や火力発電所向け
Ｃ重油の販売が好調に推移したことによ
り、前期比20.0%の増収。

直需部門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円28,742

第68期 第70期第69期第67期第66期

23,492
28,74223,961

19,91617,051

一部販売店の運営するＳＳが閉鎖し、燃料
油の販売数量が減少したことにより、前
期比2.6%の減収。

卸 部 門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円13,067

第68期 第70期第69期第67期第66期

14,640 13,06713,42214,56812,937

太陽光発電設備の機器販売が堅調に推
移したことにより、前期比52.9%の増収。

その他部門

売上高

売上高  （単位：百万円）

百万円3,136

第68期 第70期第69期第67期第66期

2,083
3,136

2,0511,8641,637

石油関連事業売上高構成比

34.0%
直営部門

17.5%
卸部門

38.5%
直需部門

5.8%

74,709
百万円

産業資材
部門

4.2%
その他部門

営業の概況

石油関連事業
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売上高

第71期の業績予測

今後の施策

売上高

売上高

百万円 百万円

百万円

983 541
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782758

第68期 第70期第69期第67期第66期

544 541533508507

第68期 第70期第69期第67期第66期
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タリーズコーヒー店を1店舗閉鎖したことにより、
前期比3.5％の減収。

賃貸マンションを1棟新規取得したことなどにより、
前期比1.5％の増収。

平成25年11月に日新諏訪太陽光発電所が竣工した
ことにより、売電事業を開始いたしました。

〉〉今後の見通し

売 上 高 百万円80,000 （当期比 4.9％増）

営 業 利 益 百万円185 （当期比 1.8％増）

経 常 利 益 百万円360 （当期比 5.5％減）

当 期 純 利 益 百万円170 （当期比17.9％増）

Review of Operations ●

外食事業 不動産事業

売電事業

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
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平成26年４月、大阪府大阪市に「D.Dセルフ高倉町SS」
がリニューアルオープンいたしました。店内ではカフェや
マガジンコーナーを用意しております。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１２月、大阪府大阪市に「D.Dセルフ玉出SS」
がリニューアルオープンいたしました。店内ではカフェや
マガジンコーナーを用意し
ておりますので、ごゆっくり
おくつろぎいただけます。

平成２５年１２月、兵庫県明石市に「D.DセルフあかしSS」
を運営継承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用意しております。また、
近隣には当社Ｄ．Ｄセルフ第二
神明大久保インターＳＳがあり、
協力し合ってお客様の満足度
向上に取り組んでまいります。

D.Dセルフ3店舗がリニューアルオープン！

D.Dセルフ高倉町ＳＳ

D.DセルフあかしＳＳD.Dセルフ玉出ＳＳ

トピックス
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当社では石油製品以外の商材販売を、将来的には石油事業
に加え当社の収益源になるような事業とすべく強化に取り組ん
でおります。
現在は、太陽光発電設備や農業資材の販売に注力

しております。
太陽光発電設備販売では、太陽光パネルやパワー

コンディショナーなどの周辺機器販売をしております。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度により、ご興
味をもたれるお客様が多く、申請から売電まで様々な
ご相談に対応するコンサルティング営業を展開してお
ります。また、農業資材販売では、遮熱性の高い被覆材

（不織布）などを中心に卸売販売をしております。当社の取り扱う
製品の卸売先開拓のために、積極的に展示会への出展などを
行い、広く営業活動を展開しております。

平成２５年８月、賃貸マンション「ブランシェ大泉学園」を取
得いたしました。本物件は、平成２５年３月に竣工し、高級感
のある造りとなっております。
最寄駅である西武池袋線「大
泉学園駅」からは徒歩８分の立
地です。現在、大泉学園駅前の
駅ビル開発が進められており、
将来にわたっても住環境に優
れたエリアとなっております。

平成２５年７月、「ＫＦＣイオン久里浜店」を事業承継し、オー
プンいたしました。
最寄駅の京急久里浜駅から

は徒歩５分、イオン久里浜の１階
フロアに位置しております。
地域の皆様の生活がますま

す豊かになりますよう努めてま
いります。

新商材への取り組み

ブランシェ大泉学園を取得 ＫＦＣイオン久里浜店がオープン

Topics ●

New
Field

農業資材（競技場で芝生養生に利用される
被覆材）

太陽光発電設備（当社設置太陽光パネル）
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受取手形及び売掛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、また
発電所の建設や新規事業所の開設に伴い有形
固定資産が増加したことなどにより、前連結会計
年度末に比べ13億26百万円増加となりました。

支払手形及び買掛金の増加、新規借入などによ
り、前連結会計年度末に比べ10億14百万円増
加となりました。

その他有価証券評価差額金が増加したことな
どにより、前連結会計年度末に比べ3億11百万
円増加となりました。

連結貸借対照表

科　目 前連結会計年度
平成25年3月31日現在

当連結会計年度
平成26年3月31日現在

【資産の部】
流動資産 11,885,723 12,096,294
現金及び預金 1,163,832 1,247,917
受取手形及び売掛金 9,859,632 9,768,610
商品及び製品 601,692 811,595
貸倒引当金 ▲ 8,740 ▲ 9,677
その他 269,306 277,848
固定資産 13,105,627 14,221,323
有形固定資産 8,476,968 9,129,506
無形固定資産 250,986 228,950
投資その他の資産 4,377,672 4,862,866
資産合計 24,991,350 26,317,617
【負債の部】
流動負債 6,068,293 6,189,872
支払手形及び買掛金 4,088,822 4,406,194
短期借入金 605,000 625,000
未払金 596,121 541,198
賞与引当金 198,422 196,777
その他 579,927 420,701
固定負債 2,640,985 3,533,874
負債合計 8,709,278 9,723,746
【純資産の部】
株主資本 15,639,308 15,662,434
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 9,377,041 9,400,206
自己株式 ▲ 643,357 ▲ 643,397
その他の包括利益累計額 642,763 931,436
その他有価証券評価差額金 648,479 891,637
為替換算調整勘定 ▲ 5,716 10,009
退職給付に係る調整累計額 ー 29,789
純資産合計 16,282,072 16,593,871
負債純資産合計 24,991,350 26,317,617

（単位：千円）

連結財務諸表

資産の部Point

負債の部

純資産の部

Point

Point
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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24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

当連結会計年度
平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

売上高 68,487,736 76,250,926
売上原価 62,212,006 69,766,721
売上総利益 6,275,730 6,484,205
販売費及び一般管理費 6,117,733 6,302,482
営業利益 157,996 181,723
営業外収益 263,764 243,776
営業外費用 48,891 44,492
経常利益 372,869 381,007
特別利益 106,130 2,201
特別損失 171,265 73,529
税金等調整前当期純利益 307,734 309,679
法人税、住民税及び事業税 167,207 189,103
法人税等調整額 8,130 ▲ 23,668
少数株主損益調整前当期純利益 132,396 144,244
当期純利益 132,396 144,244

（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24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

当連結会計年度
平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 316,784 795,069

投資活動による
キャッシュ・フロー ▲ 427,609 ▲ 1,170,017

財務活動による
キャッシュ・フロー ▲ 110,905 411,569

現金及び
現金同等物に係る換算差額 9,819 15,725

現金及び現金同等物の
増減額（▲は減少） ▲ 211,911 52,348

現金及び
現金同等物の期首残高 1,360,273 1,148,361

現金及び
現金同等物の期末残高 1,148,361 1,200,709

Consolidated Financial Statements ●

石油関連事業で、燃料油の販売価格が上昇したことや販
売数量が増加したことなどにより、77億63百万円の増収
となりました。

売上高Point

太陽光発電設備や農業資材、中古車の販売など、非石油
商材の新たな取り組みにより売上総利益は増加した一方、
ＳＳや外食店舗の開設により販売費及び一般管理費も増加
し、23百万円の増益となりました。

営業利益Point

11百万円の増益となり、１株当たり当期純利益は、21.44
円となりました。

当期純利益Point

法人税等の支払やたな卸資産の増加などにより資金が減
少したものの、減価償却費の計上、税金等調整前当期純利
益の計上や仕入債務の増加などにより資金が増加しまし
た。この結果、7億95百万円の資金の増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローPoint

有形固定資産の取得などにより資金が減少となりました。
この結果、11億70百万円の資金の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローPoint

配当金の支払により資金が減少したものの、借入による収
入や社債の発行などにより資金が増加となりました。この
結果4億11百万円の資金の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローPoint
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株主優待制度
変更について
教えてください。

石油業界を取り巻く
環境について
教えてください。

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。

石油業界におきましては、原
油価格の動向などにより、今
後も石油製品価格の高止まり
が続く懸念があり、また、省エ

ネ技術の改良や燃料転換により、国内石油製
品需要の減少が進むことが想定されており
ます。
そのようななか、当社グループにおいては、
直営部門では効果的なSS網構築のため改装
や新規開設を進め、直需部門では産業用燃料
などの収益性を見極めながら積極的に販売
拡大を進めてまいります。

株主優待制度につきまして、
前期まで付与する対象基準を
100株以上所有の株主様とし
ておりましたが、当期より300

株以上に変更いたしました。併せて、優待商
品も300株以上600株未満と600株以上で
2つのカタログギフト商品を用意し、より満足
いただけるようアイテム数も増えたものとい
たしております。
変更にあたりましては、継続的に安定的な配
当を実施できますよう将来的な事業展開に
向けた経営資金の確保とのバランスを勘案
いたしました。

ご質問にお答えいたします

Q Q

A A
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売電事業について
教えてください。

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
リリースなどのコンテンツを充実させております。

トップページ

当社メガソーラー「日新諏訪
太陽光発電所」が竣工し、電力
会社に卸売りを行うことで売
電事業に参入いたしました。

当該発電所は、平成24年7月の「再生可能エ
ネルギーの固定価格買取制度」の適用を受け
1kWhあたり40円（税抜）で20年間売電する
ことになっております。
立地においては、全国的に日射量の多い長野
県諏訪市と恵まれた環境であり、設備は国際
標準に準拠した機器で効率的な発電ができ
ることから、長期的に安定した収益を見込ん
でおります。

ホームページのご案内

環境ソリューションビジネス

Q

A



11

当社直営店舗数

55
7
5

当社直営SSは、平成26年6月27日現在で55SSとな
りました。そのうちＤ.Ｄ店舗は50SS、セルフ店舗は
31SS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5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

D.Dセルフ田園調布南SS 145-0074 東京都大田区東嶺町41-17 03-3750-7090

（平成26年6月27日現在）

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

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

D.Dセルフ玉出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

D.DセルフあかしSS 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪2694-2 078-935-4688

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 480-1147 愛知県長久手市市が洞3-1901 0561-67-6200

※

Network ●

※12月7日 運営継承
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〒 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
イオン久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜5-13-1　イオン久里浜1階 046-838-5142

　KFC　7 店舗

〒 住　所 電話番号
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　5 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

Network ●店舗所在地
（平成26年6月27日現在）
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当社では、毎年3月31
日現在で当社株式を3
単元（300株）以上所有
の株主様に3,000円相
当、6単元（600株）以上
所有の株主様に6,000
円相当のカタログギフ
トを贈呈する株主優
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。

18

第68期

1818
20

第67期第66期 第69期

18

第70期

（単位：円）

（平成26年3月31日現在）

▶ 株　主　優　待 ▶ 1株当たり配当金（年間）の推移

500,000株以上
3,003,439株
39.5 %

100,000株以上
1,306,510株
17.2 %

100株未満 287株 0.0%

500株以上 156,251株 2.1%

100株以上 561,413株 7.4%

1,000株以上 546,040株 7.2%

5,000株以上 278,060株 3.7%

10,000株以上 976,100株 12.8%

50,000株以上 771,900株 10.1%

個人・その他
3,843,970株
50.6 %

金融機関 1,096,500株 14.4%

外国人 19,200株 0.3%

証券会社 3,130株 0.0%

その他国内法人 2,637,200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 ............................................................................4,475名

（前期末比2,129名減）

（注）「500,000株以上」及び「個人・その他」株式には自己株式873,439株が含まれており
ます。

大 株 主

所有数別株式分布状況株式の状況

所有者別株式分布状況

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 212,100 3.2
筒井　健司 167,600 2.5
筒井　敦子 124,600 1.9
日新商事従業員持株会 103,210 1.5
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（873,439株）を控除して計算しております。
　　2. 当社は自己株式873,439株所有していますが、上記の表には記載しておりません。

Stock Information ●株式の状況



● 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
● 自動車・中古自動車の修理・整備、販売業
● 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、日用雑貨品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

会 社 概 要

主 要 事 業

役 　 　 員

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 374名（平成26年3月31日現在）

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 社 外 監 査 役 山口　睦男
常 務 取 締 役 青木　修三 社 外 監 査 役 増田　正治
取 締 役 林　　 雅巳
取 締 役 山添　潤一
取 締 役 竹田　栄司

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

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

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）

● 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。

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。

〒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/

（平成26年6月27日現在）

会社概要 株主メモ


