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                                  平成２１年５月２９日 

各   位 

会 社 名  ダイヤ通商株式会社 

代 表 者  代表取締役社長 森  猛 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード：７４６２） 

問合せ先   常務取締役   大矢晃久 

電  話  ０３－３９４１－１１７１ 

 

当社株式の上場時価総額および今後の展開等について 

 

 当社の株式につきましては、平成２１年２月の上場時価総額（月間平均上場時価総額および月末上

場時価総額）が３億円未満となりましたので、今後の見通し等につきましてご報告いたします。 

 

記 

１．当社株式の上場時価総額について 

当社株式は、平成２１年２月の月間平均上場時価総額および月末上場時価総額が３億円未満と

なりました。株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）に基づき、９ヶ月以内（事

業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他ジャスダック証券取引所が必要と認める事項を

記載した書面を３ヶ月以内に株式会社ジャスダック証券取引所に提出しない場合にあっては

３ヶ月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額および月末上場時価総額が所要額（３億円）以

上にならないときは、上場廃止になる旨規定されております。 

（ご参考） 

（１） ①当社株式 平成21年 2月末(2/28)現在の上場時価総額  

2月末 終価格  34円×2月末上場株式数7,552,000株 

＝月末上場時価総額 256,768,000円 

②当社株式 平成21年 3月末(3/31)現在の上場時価総額  

3月末 終価格 34円×3月末上場株式数7,552,000株 

＝月末上場時価総額 256,768,000円 

③当社株式 平成21年 4月末(4/30)現在の上場時価総額  

4月末 終価格 38円×4月末上場株式数7,552,000株 

＝月末上場時価総額 286,976,000円 

④当社株式 平成21年 5月 28日現在の上場時価総額  

5月 28日 終価格 40円×5月 28日現在上場株式数7,552,000株 

＝月末上場時価総額  302,080,000円 
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（２） ①当社株式 平成21年 2月月間平均上場時価総額       284,458,667円 

②当社株式 平成21年 3月月間平均上場時価総額       258,206,476円 

③当社株式 平成21年 4月月間平均上場時価総額        270,361,600円 

④当社株式 平成21年 5月１日～28日現在の平均上場時価総額 303,412,705円 

 

 

２．事業の現状 

当社はサービスステーションを中心とした石油事業、オリジナルサイクルショップといった専門

店事業など、多彩な領域で地域の皆様に豊かなライフスタイルを提供するべく取り組んでおります。 

 

（１）石油事業部 

当社の石油事業部につきましては、営業第１グループ(直営課･仙台営業所)と営業第２グルー

プ(販売課)に分かれており、現状は以下のとおりとなっております。 

 

○営業第１グループ（直営課・仙台営業所） 

①事業の現状 

a.直営課（関東地域） 

直営課は関東一円において、ＳＳを展開（平成２１年３月末現在１４店舗）しており、

足利小俣ＳＳを除き新日本石油株式会社の特約店となっております。このことにより当

社は、新日本石油より主力販売商品である燃料油の安定供給の他、燃料油以外の商品に

対する販促策の企画立案の提案を受けるなど、国内 大の元売りとしての規模のメリッ

トを享受しております。平成２１年３月期における売上高は、１６店舗合計で２，９９

１百万円の見込であり、原油価格の乱高下、消費者の節約志向などにより、前期比で

13.5％の減少となっております。 

 

ｂ.仙台営業所 

仙台営業所は仙台一円において、ＳＳを展開(平成２１年３月末現在３店舗)してお

り、直営課と同様に新日本石油株式会社の特約店となっております。平成２１年３月期

における売上高は、６店舗合計で８９５百万円の見込であり、経営環境の悪化から３店

舗の閉鎖の影響もあり、前期比で18.3％の減少となっております。 

※仙台の店舗には、ﾌﾞｯｸﾏｰｹｯﾄ利府（売上高６２百万円）を含む 

 

 

②主要な問題点(営業第１グループ) 

当社を取り巻く石油業界については、原油をはじめとする原材料価格の乱高下に始まり、

米国経済の不振をはじめとする、世界同時不況、加えて国内経済における不況の深刻化と、

消費の低迷などにより、経営環境は一層の厳しさを増しております。 

当社のＳＳは平成２１年３月末現在で１７店舗です。これらの店舗の特徴としては、敷

地面積が狭い、老朽化が進んでいるなどの劣後的特徴が散見されます。 
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一方、人材面においては、ホームセンター部門からの転籍などもあり、ＳＳの経験に乏

しい社員も散見されるものの、顧客マインド、資質面においては、業界水準を上回ってい

ると思われます。 

上記のとおりＳＳ業界の市場環境は、今後ますます厳しいと言わざるを得ません。従っ

て今後においても、まず不採算店舗の廃止を行い、残存店舗の黒字化の定着を図ってまい

りますが、中長期的に右肩上がりになることは、困難であると推測されます。 

当業界の今後の市場環境、競合環境は、一層厳しさを増す傾向にあり、いつまでも当事

業を、当社の中核に据えることは疑問視しせざる終えない向きがあり、今後当社において

新たな主力事業を模索していく必要があると考えております。 

 

 

○営業第２グループ（販売課） 

①事業の現状 

a.直需部門 

直需部門は、需要家（重油を必要とする）顧客への重油の卸売りが中心であり、主要

な営業拠点として、板橋区小豆沢に油槽所があります。平成２１年３月期における売上

高は、１，０８９百万円の見込であり、景気悪化による産業用燃料の需要量減少により、

前期比で23.8％の減少となっております。 

    

b.販売店部門 

販売店部門は、主にＳＳ（関東エリア、顧客数７店舗）向けの卸売りが中心であり、

主力商品はガソリンとなっております。平成２１年３月期における売上高は、６３５百

万円の見込であり、取引先ＳＳの廃業により８店舗から７店舗へ、前期比で16.1％の減

少となっております。 

 

ｃ.卸部門 

卸部門は、主に上記販売店部門以外のＳＳ（顧客数約２０件）向けに、王子油槽所を

営業拠点として、ガソリン、灯油、軽油を卸売りしております。平成２１年３月期にお

ける売上高は、５４９百万円の見込であり、顧客数が２２件から２０件へ減少したこと

により、前期比で12.9％の減少となっております。 

 

ｄ.物販部門 

物販部門は、飲物自動販売機の配送回収業者である既存顧客（約７０件）に対して、

回収運搬用のゴムネット、ポリ袋などを販売しており、平成２１年３月期における売上

高は、５９百万円の見込であり、競争の激化により前期比23.4％の減少となっておりま

す。 

 

②主要な問題点 

世界的な環境意識の高まりなどに起因する脱石油化の流れは深刻であり、改善を講ずる

ことによって、一時的には収益改善余地はあるものの、中長期的には、市場環境はますま
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す悪化すると思われます。 

当社は、首都圏内の「小豆沢」に重油用油槽所、「王子」に灯油用油槽所を保有してお

り、首都圏顧客に、小口配送や緊急配送が可能であるという強みを持っております。 

今後、首都圏に同様の油槽所を新規開設することは、「河川優先権」（特定河川で灯油な

どの荷揚げ作業をする権利）の問題などで、極めて困難であり、これは、競合に対する参

入障壁になっております。 

小豆沢油槽所については、設備の老朽化問題および、取引先の減少による稼働率の低下

が問題点であり、王子油槽所については、取扱商品が灯油ということで冬場に売上が集中

しやすいなど、季節による稼働率のばらつきが問題点としてあります。 

 

 

（２）専門店事業部 

○コギー課 

①事業の現状 

コギーは、オリジナル自転車および自転車関連商品の組立・販売の部門であり、昭和５

８年４月に、第１号店である、コギーたまプラーザ店を出店以来、神奈川県一円で、自転

車販売店を展開しております。平成２１年３月期の売上高は、５店舗合計で２７３百万円

であり、店舗数の増加（３店舗から５店舗）もあり、前期比27.6％の増加となっておりま

す。 

     

②主要な問題点 

昨今の石油価格の乱高下による自動車離れや、健康意識・環境意識の高まりにより、

自転車購入ニーズは増加傾向にあります。一方、自転車ブームにあわせ、大手小売業者

の取り扱いの拡大や、ネット販売業者の拡大といった競合増加の脅威があります。 

当社は、高まる自転車ブームの中でも、特にヨーロッパ中心の「本物志向」と、好み

の色や仕様にできる「カスタマイズ」により、他店との差別化を図っております。 

また、これらに対応するため、スタッフの採用と教育には力を入れており、顧客に対

し、様々な提案ができるスタッフの知識・技術力が当社の強みであります。 

全体の市場規模は緩やかに増加基調にあるものの、大手流通業者、ネット販売業者な

ど、競合相手増加のなか、当社の欧州中心の海外からの輸入による品揃えの「専門化」

「高級化」と、接客スタッフのレベルの向上により、競合他社との差別化が不可欠であ

ります。 

当社の一番の問題点は、各店舗における売上や粗利と経費の数値的目標値も、具体的

に定められていなかった点であり、これでは部門全体を採算に乗せることは不可能であ

りました。 

 

 

○新規事業開発室 

①事業の現状 

新規事業開発室は現在、撤退・事業譲渡したホームセンター事業において、取り組みを
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開始しておりました当社オリジナルの「ペットウェア」を、国内のベンダーに卸売りを行

うことを主目的としております。平成２０年１１月には港区青山にて、サテライトショッ

プを開店しております。平成２１年３月期の売上高は６百万円の見込であります。 

 

 

②主要な問題点 

ペットファッションの市場規模は、直近の伸びは大きかったが、今後は鈍化傾向にある

とみられます。加えて、昨今の不況による消費の低迷で、今後数年の見通しは厳しい状況

にあると思われます。 

当社は、ホームセンター事業を展開していたため、当該事業に対する相応の経験は有し

ております。しかしながら、競合メーカーに対する品質面、ブランド面の優位性は、現状

では残念ながら確立しているとはいえないレベルであります。 

当該市場は、まだ不透明な状況であるため、ここ数年で確実に収益体制を確立できるも

のではありません。 

当該事業は、将来の可能性を残すものの、確実に収益体質になる見込みは薄く、現在の

当社の体質では、創業赤字を抱える余裕はあまりないと考えます。 

 

 

（３）管理部門 

○現状と問題点 

当社の平成 21 年 3 月期は、販売管理費において、前年度にホームセンター事業を事業譲

渡したことを始めとするスリム化により、年間約1億円の削減を実現いたしました。しかし

ながら、急激な事業の縮小に比べ、本部管理部門の経費の縮小が追いつかず、未だ間接経費

比率が高すぎるということが、問題点としてあげられます。従って、短期的にこれを解決し

ていくためには、経常的なコスト管理の徹底のみならず、大規模な所有資産売却による財務

リストラなどを含めた、抜本的な改革を行う必要があります。 

 

 

３．実施中および今後の経営方針 

（１）戦略方針 

１）石油事業部門 

○営業第１グループ・・・サービスステーション 

①基本方針 

 営業第1グループにおいては従来画一的に店舗運営に取り組んでおりましたが、現在は、

各店舗のインフラの違いや環境を考慮し、以下の３カテゴリーに分類した上で、進むべき方

向性を明確にし、店舗別の採算管理を徹底させております。 

 

a.量販価格志向型（立地としては郊外型店舗） 

現金客への燃料油の拡販ができ余裕がある店を対象として実施いたします。多少燃料油

の値段を安く設定しても量で稼ぎ、人件費を下げて薄利多売を狙い、現金客を主体として
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増やしていくことにより、収益確保を図る店であります。 

 

b.サービス充実型店舗（都心型で掛売客の多い店舗） 

既存の掛売り先様のしっかりした囲いこみと、かつ、様々な商材への波及効果が高い車

検など、新しいサービスの提供を充実させることを念頭におき、収益確保を図る店であり

ます。 

 

 

c.多角型店舗（地域密着型の店舗） 

 他の２つに属さず、自転車パンク修理など車関連以外の商材へ積極的に取り組み収益確

保を図る店であります。 

 

②スタッフのサービス向上 

スタッフに対し、「手洗い洗車」「車検」等のライセンス制度を定め、サービス力の向上

を図ることにより、油外収益のアップを図っております。 

また、全スタッフにつき、個人の接客態度、技術、各種ライセンス取得状況、勤務態度

等が網羅されたスキルシートを作成いたしました。これにより、待遇、配置転換などを速

やかに行うことができております。 

さらに、店質やエリアにあった各店別の重点商品をきめ細かく定め、目標管理を徹底し

ております。 

          

③顧客の囲い込み（固定化） 

エネオスキャッシュカードの会員制推進による顧客データの活用を図ることにより、顧客

の固定化を行っております。平成２０年６月より、先行して２店舗（日野、菅馬場）で、エ

ネオスキャッシュカードの導入を実施中でありますが、平成２１年３月末現在で、２０００

名の実績ができております。菅馬場が平成２１年３月期で、経常利益増加額５，９３９千円、

日野万願寺が経常利益改善額２，７２１千円と確実に結果が現れております。 

 

④柔軟な価格体制と価格の視認可 

昨今の消費者のガソリンスタンドの選択における低価格指向は、一層顕著であり、近隣店

舗との価格競争は、顧客数を維持、増加させるための重要な要因であります。従って、リア

ルタイムに近隣ライバル店との価格比較を行い、タイムリーに価格変更を行っていく体制に

変更しております。また、看板の新規設置等、顧客に対しての積極的な価格提示により、販

売数量をあげる施策を導入していく予定でおります。本体制は、既に平成２０年１０月より

実施しており、数量ベースでは堅調に回復推移中であります。 

 

⑤一層のフルサービスの充実化 

ガソリンスタンド事業においては、セルフ式スタンドが急激に増加いたしましたが、価格

競争の激化により、フルサービススタンドとの価格差は縮小しつつあり、フルサービスによ

る油外収益の増強は、必要欠くべからざる対策であります。このようなことにより、当社は、
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柔軟な価格体系と顧客へのアピールにより、来店客数、販売数量を確保の上、フルサービス

店舗として、車検等への積極的取り組みにより油外収益の確保を図ります。 

⑥インターネット販売の強化 

平成２０年１１月より、インターネットによる車検の受付を６店(日野万願寺、菅馬場、

巣鴨、和光、千駄ヶ谷、佃大橋)にて開始いたしました。直近においては、平成２１年３

月度実績で車検の受付が、前期比４００％超にて推移しております。 

 

⑦各種販売キャンペーンの実施 

油外収益販売キャンペーンの一環として、平成２０年１０月より、「生活応援メニュー」

と称して、オイルのエリア 安値での提供を６店（大塚、日野、佃大橋、千住、和光、浅

草橋）にて開始いたしました。オイル販売数量ベースで、６店舗の平均が、前期比約１５

０％の効果が出ております。 

 

 

○営業第２グループ・・・販売課（卸・直販） 

①基本方針 

直需部門では、原則的には、現状維持方針であるが、下記③記載の小豆沢油槽所の有効活

用により、現時点よりは若干の売上、粗利の増加を図ります。 

販売店部門では、取引先ＳＳの撤退なども見込まれ、現状維持は困難な状況であります。

このため売上高、粗利高ともに、漸減傾向であります。 

卸部門では、今後、顧客層の掘り起こしを含め、販売課内では、 も売上、粗利ともに改

善の中心になる部門であります。しかしながら、下記②記載のとおり、休眠顧客の掘り起こ

し等が終わった後は、現状維持を目指す方針であります。 

物販部門につきましては、優良顧客の囲い込みにより現状を維持する方針であります。 

 

②休眠顧客の掘り起こしおよび新規取引先の開拓 

既存顧客リストの内、現状で稼働していない顧客をリストアップ。現在非系列の稼働取引

先が１３店舗（エネオス以外）ありますが、これに加え、休眠取引先約２０～３０店舗の再

開拓および新たな取引先の開拓を行います。これにより、売上高で約５５０百万円、粗利益

で、約１５～１６百万円の増加を見込んでおります。本件実行のため、平成２０年９月より、

新規開拓において実績のある丸紅エネルギーの元マネージャーを採用しました。現時点で、

ターゲット先のうち８件にアプローチ済であり、既に６件、１５６百万円の売上が確保され

ております。 

 

 

③小豆沢油槽所の有効利用 

当該物件は、ストック可能量４８０キロリットル（４８万リットル）の重油系の油槽所で

す。平成２０年１１月末日現在１リットル約６２円として、価格にすると約３０百万円のス

トック能力を持ちます。従来の利用方法は、海上から仕入れて、陸上に出す（卸販売）こと

のみを取り扱っておりました。この場合、海上の玉（仕入れ価格）が安くて、陸へ流す（販
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売価格）と利ざやが発生しておりました。一方、昨今では、原油の価格が乱高下しているた

め、この逆ざや現象(仕入価格が販売価格を上回る現象)が起こる局面が多発してまいりまし

た。今回、小豆沢油槽所としては、このような局面で、有効にストックを活用することによ

り、原油価格上昇局面において、これを活用することにより、利益の確保をねらいます。数

量的には、年間１６００キロリットルの扱い（１リットル６２円とすると、売上ベースでは、

約９９百万円）を目指します。これによる利ざやは３円／リットルで、年間５百万円程度の

粗利益増加を図ります。 

本件を実行するためには、先行してストックする分の運転資金が必要となります。このた

めの資金として現在、平成２２年３月期に、増加運転資金として、６０百万円を計上してお

ります。 

 

④新商材の取扱 

新日本石油㈱との連携による環境配慮型ボイラー（ＮＯＸ）の販売推進を行います。新規

マーケット開拓はせず、従来の既存顧客の中で、見込み先を発掘して参ります。 

また、取扱商品を石油製品に限定せず、既存のゴムネットやポリ袋の販売に加え、新たに

カーエアコン洗浄などの新規商材の取扱の拡大を図ります。 

 

２）専門店事業部門 

○コギー課 

①店別採算管理の徹底 

従来の一番の問題点は、各店舗の運営責任者による、計数管理が、全くなされていなかっ

たことです。今回、各店舗における、売上や粗利と経費の数値的目標値を具体的に定めまし

た。これら計画予算は、各店長との入念な打ち合わせの結果積み上げたものであり、より実

効性は高いものと考えます。今後、売上、粗利のみならず、経費も含めた経常利益ベースで

の月次予算管理を徹底して行い、店長クラスの収益意識を高めてまいります。 

 

②店舗の新規出店 

本事業においては、ようやく単店での収益確保の目処が立ったことと、今後のマーケット

として、石油事業よりも成長が見込めることより、出店数を増やします。具体的には、平成

２０年７月に藤沢へ、既存店舗に加えて２店舗目を出店。また、同月に、「ららぽーと横浜」

内に新規店舗を出店いたしました。また、横浜倉庫を活用し、ここでの販売も行う予定であ

ります。 

これらにより、平成２１年３月期で、売上高２７３百万円、売上総利益６９百万円であっ

たものを、平成２２年３月期予想値で、売上高４１９百万円、売上総利益１２９百万円にい

たします。 

 

③エリア、店質による品揃え 

藤沢の２号店開設にともない、旧来の藤沢店は、よりマニアックなお客様向けの品揃えを

充実し、２号店においては、昨今ブームである小径車中心の品揃えにいたします。また、ら

らぽーとなどの家族連れの顧客が多い店舗においては、子供向けの商品を多く取りそろえる
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など、店別の立地にあった顧客セグメントに照準を絞った品揃えを展開し、多様化する顧客

ニーズに対応してまいります。 

○新規事業開発室  

本事業については、当社の将来の収益事業の柱とするべく立ち上げ、ペット関連用品をメ

インに販売をしてまいりましたが、その将来性については不透明な部分があります。従って、

今後の計画に与える負の影響を 小限に抑えるため、当初予算より大幅に縮小いたします。 

本年度の計画の経常損益数値（△５百万円）を、平成２２年３月期において下回った場合、

当該事業は、２３年３月期中に事業の廃止、営業譲渡を検討いたします。 

 

３）販売管理費の削減 

①店舗の統廃合計画 

a.営業第1グループのＳＳ事業においては、業績改善に向けて、各店舗とも鋭意努力中でご

ざいます。しかしながら、経済環境、事業環境ともに、ますます厳しい昨今の状況下、現状

の店舗をすべて残して、大幅な業績改善は望めない状況であり、弊社の財務体質を一気に改

善するためには、大幅な店舗統廃合が不可欠であると判断いたします。従って、不採算店舗

の廃止、および採算店舗ではあるが、売却により大きな負債削減が見込めるものという観点

より、全社の中長期的計画も含めて総合的に勘案した結果、東京都の６店舗(自社物件４店舗

を含む)を廃止することといたします。上記６店舗廃止後の体制は、関東地区８店舗、仙台地

区３店舗の合計１１店舗で運営してまいります。 

 

b.営業第２グループでは現状、小豆沢と王子の２ヶ所の油槽所があります。従来の役割とし

ては、主に小豆沢油槽所に関しては、重油系、王子の油槽所に関しては、灯油系を主体とし

ておりました。しかしながら当社の早期再建のためには、経費面から２ヶ所の油槽所を維持

することは難しく、今後におきましては、経営効率化のため油槽所を1ヶ所に統一し、スト

ック可能量の少ない王子油槽所を廃止、売却いたします。 

 

｛廃止油槽所名｝   廃止予想時期 

王子油槽所     平成２１年１２月（売却３ヶ月前） 

②人件費について 

平成２２年３月期末までに、石油事業部の大幅な店舗リストラに伴う、人員の圧縮を行

います。さらに仙台営業所に関しては、平成２１年４月以降、現状の３名体制から、２名

減の１名体制にシフトいたします。このために、請求書管理、支払事務等、営業事務に関

しては、東京本社にて一元管理ができる体制をとります。また販売課におきましては、従

来の人員１０名（平成２１年３月末時点）を、リストラなどに伴う人員減２名の８名にい

たします。リストラに伴う、退職金ですが、平成２２年３月期特別損失として、８６百万

円を見込んでおります。 

以上の施策により、１０６名（平成２１年３月末）の人員を、９０名前後まで圧縮いた

します。その結果、人件費総額においては、平成２０年３月期実績１，６９１百万円を、

平成２１年３月期実績７７２百万円、平成２２年３月期予算６１５百万円と大幅な削減と

なります。 
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前述のとおり店舗の統廃合により、石油事業部門で、平成２２年３月期末までに、１５

名前後のリストラを行います。その際に、スタッフについては、スキルシートを活用し、

今回の統廃合による人員入れ替えのリストアップに影響させます。その結果、リストラに

よる有能な人材の流出を極力防ぐ予定です 

 

③管理部門の経費削減 

本社売却およびその他所有資産の売却により、有利子負債の圧縮を図り、大幅な経費の削

減、負債の圧縮が見込まれます。以下の保有資産を売却し、有利子負債の圧縮を図ります。 

   廃止店舗            廃止予想時期         売却予想時期 

川崎有馬駐車場      平成２１年６月末       平成２１年６月末 

ダイヤ新座駐車場     平成２１年６月末       平成２１年６月末 

本社（１号館）        売却後サブリース      平成２１年３月末 

港北社員寮           遊休資産           平成２１年６月末 

 

本部管理部門営業損益予想推移 

平成２１年３月期実績   ▲１２０百万円  

→ 平成２２年３月期予想    ▲６１百万円 （対前期比▲５９百万円） 

→ 平成２３年３月期予想    ▲２７百万円 （対前期比▲３４百万円） 

 

④取締役の減員 

当社は、ホームセンター譲渡に伴い、平成１９年３月期に７名であった取締役を、３名に

まで減員いたしました。これは、旧来の慣習にとらわれず、積極的に経営改革を推し進める

意思表示でもあります。 

 

⑤その他経費削減 

以下の表のとおり、その他諸経費についても、各部門において、厳格に見直しを実施した

結果、大幅な減少の予定です。 

 

(単位：千円)
20.3期 21.3期 22.3期
実績 実績 計画

販売費及び一般管理費 3,566,053 1,326,058 1,062,609
人件費 1,690,983 771,700 614,913

うち、給与手当 1,276,139 553,769 460,482

その他経費 896,911 352,090 271,853
うち、諸手数料 127,223 96,185 56,740

うち、水道光熱費 147,428 50,981 41,306

うち、販売手数料 58,638 40,054 29,955

設備費 978,160 202,268 175,843
うち、不動産賃借料 799,954 115,377 112,338  

 

 

（２）管理項目について 
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上記の経営戦略・経営課題をクリヤーするためには、管理組織の見直し、人的資産の活用の

ための、目標管理制度の充実が不可欠であり、徹底的に現場とともに考えるということを行っ

てまいりました。 

  

１）今後の予算実績管理 

今後の予算実績管理につきましては、部門（各店舗）毎に、月次の営業利益ベースまでの個

別損益管理を徹底してまいります。 

 

２）今後の管理組織の体制 

管理組織につきましては、経営管理セクションの確立が重要だと考えております。今後の経

営の意思決定は、大矢常務、山下部長(石油事業部門)、永田部長(管理部門)のトロイカ体制で

立案した上で、社長の決裁をとりたいと考えております。これにより、次世代への承継がスム

ーズに行えるとともに、金融機関などへの業績報告も的確にできるようになると考えておりま

す。 

 

３）モニタリング体制の確立 

 今後の管理体制を、より厳格にするために、外部のコンサルタントを含めた月次経営会議を

開催し、予算実績管理およびその他計画の進捗状況のチェックを行ってまいります。 

  

４）目標管理制度 

後に個人毎の目標管理制度ですが、今後個人別の目標を定め、その達成度に応じて報酬な

どを決めていく制度を導入したいと考えています。目標管理制度については、平成２１年６月

末を目処に作成し、平成２１年７月１日より導入を目指しております。 

 

４．有利子負債の圧縮 

平成２１年３月末時点での、当社の有利子負債金額は、１，４８２百万円です。しかしながら

当社の直近の営業キャッシュフローは、平成１９年３月期６１百万円であったものの、平成２０

年３月期は▲６３３百万円、平成２１年３月期は▲４２５百万円であり、現在の有利子負債を返

済できる水準には遠く及びません。 

現在、当社は、利益体質への転換を目指し、鋭意努力中でありますが、通常の事業リストラ及

び、業務リストラのみでは、現在の有利子負債を、償還できるに十分な収益体質への早期転換は

きわめて困難であります。 

従って、平成２２年３月末までを目処として、大幅な財務リストラの一環として保有資産の売

却処分を行い、有利子負債の圧縮を行います。 

 

５．今後の見通しおよび上場維持に向けて 

当社は引き続き、石油事業および専門店事業を中心として、経営資源（人・情報・物・金）の

選択と集中により、上場維持に向けて安定的収益力を確保するために、全スタッフ一致団結して

取り組んでまいります。                            

以 上 


