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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 5,220 △22.1 △80 ― △91 ― △181 ―
21年3月期 6,700 △55.7 △235 ― △283 ― △347 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △24.13 ― △17.0 △2.7 △1.5
21年3月期 △46.14 ― △26.2 △5.6 △3.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 2,710 982 36.2 130.34
21年3月期 4,062 1,156 28.5 153.37

（参考） 自己資本   22年3月期  982百万円 21年3月期  1,156百万円

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 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △393 1,385 △902 123
21年3月期 △422 477 △1,158 33

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,400 △4.9 1 ― △6 ― △6 ― △0.80

通期 5,000 △4.2 30 ― 20 ― 20 ― 2.65
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 7,552,000株 21年3月期 7,552,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  15,289株 21年3月期  14,183株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可
能性があります。 
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① 当期の経営成績 

当会計年度におけるわが国経済は、新興国の経済成長を背景とした輸出の主導により、企業収益は

緩やかな回復傾向にあるものの、本格的な景気回復には至らず、雇用情勢や個人消費にも改善が見ら

れないことから、依然として先行きが不透明な状況となっております。 

石油業界におきましては、期初５０ドル／バーレル水準にあったドバイ原油が、世界の景気回復に

伴い石油需要が伸長するとの見方が強まり、当期末には７８ドル／バーレルに達する上昇を見せまし

た。この影響で石油製品市況も不安定な中、低迷を続け結果マージンが悪化する形となりました。 

これらの結果、当期の業績につきましては、売上高は５２億２０百万円（前期比 22.1％減）、経

常損失は９１百万円（前期、経常損失２億８３百万円）、当期純損失は１億８１百万円（前期、当期

純損失３億４７百万円）となりました。 

事業別の結果は、次のとおりであります。 

当社主力事業の石油事業では、燃料油に頼らない収益体質の改善がすすんだ直営サービスステーシ

ョン部門においては、店舗閉鎖による店舗数の減少で売上高・売上総利益は昨年同期比で目減りする

ものの、営業利益ベースでは昨年実績および本年計画数値を上回る状況が続いております。注力して

いる「車検」については本年計画を達成し、さらなる上積みを狙える状況にあります。今後は、台数

のみならず、サービスの質を高め、いかにリピート率を上げていくかという課題に取り組みます。こ

の「車検」実績増大による派生効果として作業料収入が押し上げられ、結果、燃料油外収益を牽引し

ています。 

直需・卸の部門においては、当四半期も継続して「稼動客数の向上」に関する活動を強化しまし

た。この活動により、取引量＝売上高を狙う戦略は順調で、計画を上回る推移をみせています。取引

数量および売上高は長引く景気の低迷や燃料転換という悪環境下にありながらも、昨年同期比100％

超となっております。しかしながら、低迷するマージン悪化の影響は避けられず、営業利益ベースで

は未だ苦戦を強いられる形が続いております。 

これらの結果、石油事業の売上高につきましては、４７億１８百万円（前期比 9.6％減）となり

ました。 

サイクルショップ「コギー」では、健康志向ブームに乗り来店客数・販売数量に於いては顕著な伸

びがみられたものの、デフレによる影響は避けられず、販売単価が伸び悩み結果、売上高、営業利益

ともに計画割れとなりました。来期以降は、増加傾向にある客数に対し、お客様に支持される品揃え

とリーズナブルな価格帯の充実等に注力し、業績向上を目指します。 

不動産事業を含めましたその他の事業の売上高につきましては、５億２百万円（前期比 4.6％

増）となりました。 

  

②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、９ページの経営方針の中の（４）会社の対処すべき課題に記載した

内容に取り組み、業績につきましては、売上高５０億円、営業利益３０百万円、経常利益２０百万

円、当期純利益２０百万円となる見通しであります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債および純資産の状況 

当期の総資産は、前事業年度末（以下「前期末」という）に比べて、１３億５１百万円（３３.

３％）減少し、２７億１０百万円となりました。 

流動資産は、前期末に比べ６９百万円（９.７％）増加し、７億８８百万円、固定資産は前期末に

比べ１４億２１百万円（４２.５％）減少し、１９億２２百万円となりました。 

流動資産についての主な要因は、未収入金の回収による現預金の増加によるものであります。固定

資産についての主な要因は、所有不動産の売却や減損損失計上などによるものであります。 

また負債は、前期末に比べ１１億７８百万円（４０．５％）減少し、１７億２８百万円となりまし

た。 

流動負債は、前期末に比べ６億９２百万円（３９.３％）減少し、１０億６９百万円、固定負債

は、前期末に比べ４億８５百万円（４２．４％）減少し、６億５８百万円となりました。 

流動負債減少の主な要因は、短期借入金および一年以内返済予定長期借入金、未払金が減少したこ

とによるものであります。 

なお、有利子負債は、前期末に比べ９億９百万円（６１．３％）減少し、５億７３百万円となりま

した。 

その増減の内訳としては、短期借入金は７億２４百万円（５７．１％）の減少、長期借入金は１億

７７百万円（９１．３％）の減少となり財務面での改善を進めております。 

純資産につきましては、前期末に比べ１億７３百万円（１５.０％）減少し、９億８２百万円とな

りました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度に比べ９０百万円

増加し、当事業年度末には１億２３百万円となりました。 

なお、当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金につきましては、当期純損失を計上したことにより３億９３百万円

（前事業年度末は、４億２２百万円の支出）の支出となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により得られた資金につきましては、有形固定資産の売却による収入などがあり、１３

億８５百万円（前事業年度は、４億７７百万円）の収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金につきましては、借入金の返済を進めたことにより、９億２百万円

（前事業年度末は、１１億５８百万円の支出）の支出となりました。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）１．各指標の算式は以下の算式を使用しております。 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

  ３．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の

利息の支払額を使用しております。 

  

当社の基本方針は、利益計上の場合は極力復配をすることとしております。 

当期につきましては、当期純損失を計上しており、配当は困難と判断しております。 

  

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 25.1 28.5 36.2

時価ベースの自己資本比率 8.8 6.3 13.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

△2.5 △3.4 △1.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

△6.2 △7.9 △16.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

－　5　－

ダイヤ通商株式会社（７４６２）平成２２年３月期　決算短信（非連結）



投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものでありま

す。 

①原油価格の変動によるリスク 

当社の石油製品の仕入価格は、原油価格の高騰などによる市況価格変動の影響を直接的に受ける構

造となっておりますので、販売価格の決定に関しましては調達コストを考慮しながら行っておりま

す。しかしながら他社との競合上その対応次第では、業績に影響を与える可能性があります。 

②気象条件の変動によるリスク 

当社の石油事業の売上計画は、季節変動を考慮しております。しかしながら予想以上の暖冬などの

気候変動があった場合、灯油・Ａ重油など暖房油種関連の需要変動により、業績に影響を与える可能

性があります。 

③土壌汚染など環境汚染によるリスク 

当社の石油事業の店舗（ＳＳ）および油槽所では、危険物である石油製品を取り扱っておりますの

で、保安の確保、危害予防には万全を期しております。また石油製品の流出による土壌汚染・河川の

水質汚染の恐れに対しては、日次の貯蔵タンクや配管の漏洩チェックを実施して万全の管理体制を取

っております。さらに賠償責任保険に加入し、流出事故などへの保障体制を取っております。しかし

ながら、その賠償額が予想をはるかに越えた場合に相応のコストが発生し、業績に影響を与える可能

性があります。 

④個人情報等の漏洩に関するリスク 

当社は、店舗における顧客情報を始めとして種々の個人情報を保有しており、その管理に関して

「個人情報管理規程」を策定し、スタッフ教育を通して周知徹底を図っております。しかしながら個

人情報が漏洩した場合、業績に影響を与える可能性があります。 

⑤システム障害によるリスク 

当社の情報システムが、地震・火災などの自然災害や機械の故障などの原因により、長期にわたる

使用不能または大規模のデータ破壊などを引き起こした場合には、業務遂行に影響を与える可能性が

あります。 

⑥金利変動によるリスク 

当社は有利子負債の圧縮を促進しておりますが、今後の借入金の金利変動により金利が上昇した場

合、業績に影響を与える可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク
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当社は、平成18年度より継続して営業損失を計上し、当事業年度においても80,168千円の営業損失を

計上しております。また営業キャッシュ・フローは平成17年度より継続してマイナスとなり、当事業年

度においても393,524千円のマイナスとなっております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。当社はこのような状況を解消し又は改善すべく、平成

21年３月期より再建計画を立案し、収益の改善に取り組んでおります。当事業年度は、この再建計画の

二本柱のうち、財務体質の改善は予定通り進捗しましたが、もう一方の収益体制の確立は、経済環境の

変化も影響し、若干の遅れが生じております。したがいまして、平成23年３月期以降は、営業体質の強

化を中心とした再建計画を再立案し、引き続きお取引先のご協力をいただきながら取り組むことといた

しました。 

当事業年度は、円安傾向や新興国の経済成長により輸出企業の景況感が大幅に改善され企業心理が改

善方向に向かいつつあるものの、消費者心理は低価格志向へ向かっておりデフレの進行が加わり、消費

関連は苦戦が続いております。このような中、主力の石油事業は、前事業年度より継続して取り組んで

きました不採算店舗の閉鎖を完了すると同時に、油外収益の柱として位置付けた「車検」強化につきま

しては、台数実績は本年の計画を達成し、燃料油外収益を力強く牽引しています。さらにその他の事業

もスタッフの接客力・技術力の向上により不採算店舗の営業強化を図るなど、収益体制の確立に向け諸

施策を実行し成果が上がりつつあります。 

また取引金融機関との関係は、再建計画における資産売却が全て完了したことにより、有利子負債の

圧縮も予定通り進捗し緊密な関係を継続維持しております。 

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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  当社には、企業集団を構成する関係会社がないため、該当事項はありません。 

  

2. 企業集団の状況
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当社は、お客さま、スタッフおよびその家族、お取引先様、株主様の「幸せ」の実現を通して社会に

貢献することを目指しております。創業以来の経営理念である「至誠」の精神を念頭に、質の高い商品

やサービスを提供することにより、顧客満足の実現を図ってまいります。また危険物である石油製品を

取扱う企業として、安全やリスク管理の徹底を図ることなどにより社会的責任を果たしまた、コンプラ

イアンスに配慮するなど企業価値の向上に取り組んでまいります。 

当社は、まず平成23年3月期に黒字を達成した上で、ＲＯＡ（総資産経常利益率）３．７％を目標と

いたします。 

当社は、平成21年12月策定の再建計画に取り組んでおりますが、さらに厳しさを増す事業環境を考慮

した結果、計画を見直すことといたしました。平成23年3月期の黒字化に向け、プロフィットセンター

とコストセンターを明確に分離することにより収益管理の徹底を図ることを基本方針として経営計画を

策定いたしました。今後さらにガソリン需要の減少、自転車単価の下落が見込まれるなか、収益を拡大

するために、新しい事業分野へ進出するのではなく、既存インフラの活用を前提として新しいビジネス

モデル（プロフィットセンター）づくりを継続してまいります。 

デフレ進行による消費関連の不振が続くなか、平成23年3月期は営業黒字を達成すべく以下の基本方

針のもと、各施策に取り組みます。 

＜基本方針＞ 

確実に収益を計上している商品を更に着実に販売すると同時に、既存の店舗から離れて、お客様の

視点から新たに消費者の期待する商品開発のためのビジネスモデル作りに取り組んでまいります。こ

れらを実現し、成果を着実なものとするために、既存組織を収益追求部門としての営業部と、費用管

理部門の管理部に改変いたしました。 

  

＜営業部＞ 

営業１課では、赤字体質からの完全脱却をはかるとともに、集客→リピート率向上→客単価UPのサ

イクルを強く意識した運営を行います。まず、平成23年3月期末現在の赤字店舗については、ドラス

ティックにヒト・モノ・カネの配分を変え、規模の縮小等を行うと同時に、倉庫兼インターネットを

活用したアウトレット実店舗の機能を持たせた新店舗等を模索いたします。現状、黒字運営がなされ

ている店舗は、さらなる認知度の向上を目指すため、集客に関する施策を打ち出し、来店客数のUPを

目指します。健康ブーム、エコブームから対象客の幅が広がったことで、重要なキーワードでもある

「初心者にやさしい店づくり」の強化を狙います。さらに安定した営業利益を確保するため、モノ以

外のサービスメニュー(メンテナンス等の作業収益)の強化と、自転車を通じたコミュニティ創作に着

手すべくスタッフ教育に注力いたします。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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営業２課では、現状売上高維持＆利益率UPを 重要課題とするとともにマーケットサイズの減少を

まともに受ける直需部門の落ち込みをいかにカバーするかが 大のテーマとなりますが、平成22年3

月期第3四半期以降、直需部門以外の系列・非系列部門における休眠客の掘り起こしと新規開拓先受

注分が下支えとなり、売上高は順調に推移しております。平成23年3月期以降もこの状態を維持しつ

つ、仕入のスタイルを多様化させ、「利益率」向上を目指します。都内では既に貴重となっている油

槽所(小豆沢基地)の稼働率を上げるべく、インターネットサイト「燃料油宅配ドットコム」を立ち上

げ、認知度UPおよび平成22年3月期に実施済みの小口配送強化を加速させていきます。 

営業３課では、現状の伸長率を維持し、「車検」「洗車」のさらなる積上げを行います。直近の実

績では、関東直営SS10店舗中9店舗、仙台3店舗中3店舗全てが客数昨年比で100％超、販売数量も連動

して100％超の状況であります。燃料油に頼らない運営、すなわち燃料油以外のメニューの柱として

掲げた「車検」をさらに強化させていきます。「洗車」については、単純にキレイに洗う→コーティ

ングを含めた塗装メンテナンスまでを提供するといった付加価値UPを明確に図っていきます。 

営業４課では、売上原価率の改善と保険料収益の平成22年3月期比倍増を狙います。不動産収益の

柱であるダイヤビルについては、管理費用の徹底した見直しを行います。管理委託業者との綿密な管

理計画の立案に基づき、①これまで通り全て委託する項目②共同で行う項目③委託から完全に自社へ

切り替える項目の3通りに仕分けし実行いたします。 

  

＜管理部＞ 

管理部では、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強化し、経費計画の

必達を図るとともに、円滑な営業活動をサポートすることにより、利益貢献を図っていきます。 
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 33,705 123,899

受取手形 28,272 42,179

売掛金 ※２ 333,251 ※２ 383,322

商品 164,789 182,735

前渡金 203 17,561

前払費用 35,121 17,628

未収入金 102,426 24,467

その他 29,430 3,211

貸倒引当金 △8,700 △7,000

流動資産合計 718,501 788,004

固定資産

有形固定資産

建物 ※２ 917,067 ※２ 760,785

減価償却累計額 △648,367 △572,888

建物（純額） 268,699 187,897

構築物 166,994 114,032

減価償却累計額 △156,502 △109,551

構築物（純額） 10,492 4,481

機械及び装置 217,680 158,638

減価償却累計額 △208,934 △154,021

機械及び装置（純額） 8,746 4,616

車両運搬具 8,338 8,989

減価償却累計額 △6,371 △7,776

車両運搬具（純額） 1,966 1,213

工具、器具及び備品 74,490 65,859

減価償却累計額 △70,946 △63,815

工具、器具及び備品（純額） 3,543 2,043

土地 ※１, ※２ 2,595,416 ※１, ※２ 1,303,888

有形固定資産合計 2,888,864 1,504,141

無形固定資産

電話加入権 16,779 479

その他 525 525

無形固定資産合計 17,304 1,004

投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 23,190 35,700

出資金 2,548 2,548

従業員に対する長期貸付金 675 －

破産更生債権等 57,081 52,095

長期前払費用 6,973 5,868

差入保証金 ※２ 313,976 ※２ 345,541

保険積立金 90,437 －

その他 2,300 30,397

貸倒引当金 △59,400 △54,600

投資その他の資産合計 437,781 417,551

固定資産合計 3,343,950 1,922,697

資産合計 4,062,451 2,710,701
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（単位：千円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※２ 318,221 ※２ 324,297

短期借入金 ※２ 1,223,831 ※２ 538,814

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 45,355 ※２ 6,000

未払金 ※２ 84,393 ※２ 64,783

未払法人税等 16,274 9,200

未払消費税等 3,395 1,702

前受金 36,874 19,860

預り金 9,282 5,955

事業譲渡損失引当金 25,000 －

店舗閉鎖損失引当金 － 69,781

偶発損失引当金 － 29,000

その他 － 478

流動負債合計 1,762,628 1,069,872

固定負債

長期借入金 ※２ 194,800 ※２ 17,000

繰延税金負債 － 2,501

再評価に係る繰延税金負債 ※１ 606,088 ※１ 327,249

退職給付引当金 26,582 －

役員退職慰労引当金 111,087 105,837

長期預り保証金 192,957 184,489

その他 12,271 21,411

固定負債合計 1,143,788 658,489

負債合計 2,906,417 1,728,362

純資産の部

株主資本

資本金 1,579,926 90,000

資本剰余金

資本準備金 1,091,314 －

その他資本剰余金 － 1,003,448

資本剰余金合計 1,091,314 1,003,448

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,577,792 △531,740

利益剰余金合計 △1,577,792 △531,740

自己株式 △2,667 △2,720

株主資本合計 1,090,781 558,987

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,392 3,615

土地再評価差額金 ※１ 71,645 ※１ 419,736

評価・換算差額等合計 65,253 423,351

純資産合計 1,156,034 982,339

負債純資産合計 4,062,451 2,710,701
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(2)【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 6,700,850 5,220,786

売上原価

商品売上原価

商品期首たな卸高 154,732 164,789

当期商品仕入高 5,405,315 4,104,889

合計 5,560,047 4,269,678

軽油引取税 153,663 153,411

その他営業収入原価 81,748 59,975

他勘定振替高 ※１ 20,044 ※１ 13,497

商品期末たな卸高 ※２ 164,789 182,735

商品売上原価 5,610,625 4,286,832

売上原価合計 5,610,625 4,286,832

売上総利益 1,090,224 933,954

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 12,334 22,001

消耗品費 35,982 30,073

配送費 17,103 16,860

販売手数料 40,053 30,683

貸倒引当金繰入額 2,199 －

役員報酬 37,020 30,510

給料及び手当 614,092 466,417

退職給付費用 42,623 29,412

役員退職慰労引当金繰入額 3,625 3,900

法定福利費 66,268 50,924

福利厚生費 5,500 5,853

教育研修費 2,569 1,470

不動産賃借料 115,377 111,368

賃借料 29,922 24,142

保守費 9,552 6,527

水道光熱費 50,981 37,253

旅費及び交通費 11,061 9,047

通信費 11,403 8,871

交際費 4,058 2,218

租税公課 36,079 18,136

修繕費 11,603 4,088

減価償却費 22,732 10,538

雑費 143,910 93,823

販売費及び一般管理費合計 1,326,054 1,014,122

営業損失（△） △235,830 △80,168
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業外収益

受取利息 4,223 3,242

受取配当金 2,506 1,053

その他 9,136 17,624

営業外収益合計 15,866 21,920

営業外費用

支払利息 56,967 27,366

その他 6,203 6,100

営業外費用合計 63,171 33,466

経常損失（△） △283,134 △91,714

特別利益

固定資産売却益 ※３ 87,555 ※３ 105,624

役員退職慰労引当金戻入額 75,624 9,150

投資有価証券売却益 15,613 －

受取補償金 26,666 －

その他 6,115 2,280

特別利益合計 211,575 117,054

特別損失

事業譲渡損 ※４ 17,372 ※４ 1,526

固定資産除却損 ※５ 4,584 ※５ 42,735

固定資産売却損 ※６ 106,431 ※６ 67,049

投資有価証券売却損 14,083 －

減損損失 ※７ 141,840 ※７ 144,355

店舗閉鎖損失 26,048 163,198

その他 14,811 61,711

特別損失合計 325,171 480,577

税引前当期純損失（△） △396,731 △455,237

法人税、住民税及び事業税 13,000 7,251

法人税等調整額 △61,928 △280,650

法人税等合計 △48,928 △273,398

当期純損失（△） △347,803 △181,839
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(3)【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,579,926 1,579,926

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － △1,489,926

当期変動額合計 － △1,489,926

当期末残高 1,579,926 90,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,091,314 1,091,314

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － △1,091,314

当期変動額合計 － △1,091,314

当期末残高 1,091,314 －

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － 1,489,926

準備金から剰余金への振替 － 1,091,314

欠損填補 － △1,577,792

当期変動額合計 － 1,003,448

資本剰余金合計

前期末残高 1,091,314 1,091,314

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － 1,489,926

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － △1,577,792

当期変動額合計 － △87,865

当期末残高 1,091,314 1,003,448

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,254,585 △1,577,792

当期変動額

当期純損失（△） △347,803 △181,839

土地再評価差額金の取崩 24,596 △349,901

欠損填補 － 1,577,792

当期変動額合計 △323,206 1,046,052

当期末残高 △1,577,792 △531,740

利益剰余金合計

前期末残高 △1,254,585 △1,577,792

当期変動額

当期純損失（△） △347,803 △181,839

土地再評価差額金の取崩 24,596 △349,901

欠損填補 － 1,577,792

当期変動額合計 △323,206 1,046,052

当期末残高 △1,577,792 △531,740
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △2,494 △2,667

当期変動額

自己株式の取得 △172 △52

当期変動額合計 △172 △52

当期末残高 △2,667 △2,720

株主資本合計

前期末残高 1,414,160 1,090,781

当期変動額

当期純損失（△） △347,803 △181,839

自己株式の取得 △172 △52

土地再評価差額金の取崩 24,596 △349,901

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期変動額合計 △323,379 △531,793

当期末残高 1,090,781 558,987

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △14,168 △6,392

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

7,775 10,008

当期変動額合計 7,775 10,008

当期末残高 △6,392 3,615

土地再評価差額金

前期末残高 96,242 71,645

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△24,596 348,090

当期変動額合計 △24,596 348,090

当期末残高 71,645 419,736

評価・換算差額等合計

前期末残高 82,073 65,253

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,820 358,098

当期変動額合計 △16,820 358,098

当期末残高 65,253 423,351
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

純資産合計

前期末残高 1,496,234 1,156,034

当期変動額

当期純損失（△） △347,803 △181,839

自己株式の取得 △172 △52

土地再評価差額金の取崩 24,596 △349,901

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,820 358,098

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期変動額合計 △340,200 △173,695

当期末残高 1,156,034 982,339
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △396,731 △455,237

減価償却費 40,122 26,424

減損損失 141,840 144,355

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,600 △6,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44,391 △26,582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,999 △5,250

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 69,781

偶発損失引当金の増減額（△は減少） － 29,000

受取利息及び受取配当金 △6,729 △4,295

支払利息 56,967 27,366

投資有価証券売却損益（△は益） △1,530 －

有形固定資産売却損益（△は益） 18,876 △38,647

有形固定資産除却損 4,584 42,735

事業譲渡損益（△は益） 17,372 1,526

保険解約損益（△は益） － 28,167

売上債権の増減額（△は増加） 294,161 △82,033

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,056 △17,946

仕入債務の増減額（△は減少） △120,915 △11,281

差入保証金の増減額（△は増加） △150,201 △57,035

未払金の増減額（△は減少） △37,838 △19,378

その他 △70,966 △4,580

小計 △357,036 △359,413

利息及び配当金の受取額 4,007 4,406

利息の支払額 △53,532 △24,192

法人税等の支払額 △16,195 △14,326

営業活動によるキャッシュ・フロー △422,757 △393,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △53,301 △7,721

有形固定資産の売却による収入 355,377 1,259,283

投資有価証券の取得による支出 △1 －

投資有価証券の売却による収入 130,259 －

差入保証金の差入による支出 △48,615 △1,148

差入保証金の回収による収入 56,504 26,618

貸付金の回収による収入 1,928 1,712

事業譲渡による収入 27,736 56,249

保険積立金の解約による収入 － 62,270

その他 7,722 △11,319

投資活動によるキャッシュ・フロー 477,609 1,385,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △929,409 △673,334

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △278,947 △228,837

その他 △172 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,158,529 △902,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,103,676 90,193

現金及び現金同等物の期首残高 1,137,382 33,705

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 33,705 ※１ 123,899
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

        前事業年度

     （自 平成20年４月１日

      至 平成21年３月31日）

        当事業年度

     （自 平成21年４月１日

      至 平成22年３月31日）

当社は、平成16年度830,127千円、平成17年度833,402

千円、平成19年度990,475千円の当期純損失を計上し、

また当事業年度においても347,803千円の当期純損失を

計上しております。また営業キャッシュ・フローは平成

19年度735,396千円、当事業年度422,757千円のマイナス

となっております。当該状況により、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。

当社はこのような状況を解消しまたは改善すべく、平

成20年3月期を始期とする中期経営計画を遂行すること

により収益の改善を図っておりますが、当事業年度は暫

定税率問題、原油価格の乱高下、新価格体系の導入に伴

う市況の混乱などに加えて、石油製品価格の上昇や環境

問題などの影響によりクルマ離れと節約志向が強まり、

経済環境・事業環境ともに厳しさを増すなかで、当事業

年度においても業績回復に遅れが生じております。この

ような環境下、中期経営計画の戦略方針を引き続き遂行

するとともに、追加の改善策として再建計画を立案し、

お取引先様のご支援のもと遂行中であります。

主力部門である石油事業においては、一層のフルサー

ビスの充実化による油外収益の確保を図ると同時に、店

舗の統廃合を実施し確実に利益の出る体質にすること

と、その他の事業においてもスタッフの接客力・技術力

を追求すると同時に、徹底的に無駄を省いた筋肉質の体

質へ改善することに取り組んでおります。さらに本社管

理部門においても大幅な経費削減に取り組んでおりま

す。

また当社は、取引金融機関と緊密な関係を維持してお

り、借入金返済条件の変更に関する合意に基づき、資金

計画を見直し、所有資産の売却による有利子負債の圧縮

を進めるなど、引き続きご支持いただきながら再建計画

を遂行しております。さらに今後の収益体制を確立する

ために、月次ベースで速やかに正確な損益を把握し、タ

イムリーに且つ厳格な予算実績管理を行う体制が必須で

あり、引き続き改善してまいります。

しかし、これらの対応策は将来の不透明な経済環境・

事業環境の中で進めている途上であるため、現時点では

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表には反映しておりません。

当社は、平成18年度より継続して営業損失を計上し、

当事業年度においても80,168千円の営業損失を計上して

おります。また営業キャッシュ・フローは平成17年度よ

り継続してマイナスとなり、当事業年度においても

393,524千円のマイナスとなっております。当該状況に

より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。

当社はこのような状況を解消し又は改善すべく、平成

21年３月期より再建計画を立案し、収益の改善に取り組

んでおります。当事業年度は、この再建計画の二本柱の

うち、財務体質の改善は予定通り進捗しましたが、もう

一方の収益体制の確立は、経済環境の変化も影響し、若

干の遅れを生じております。したがいまして、平成23年

３月期以降は、営業体質の強化を中心とした再建計画を

再立案し、引き続きお取引先のご協力をいただきながら

取り組むことといたしました。

当事業年度は、円安傾向や新興国の経済成長により輸

出企業の景況感が大幅に改善され企業心理が改善方向に

向かいつつあるものの、消費者心理は低価格志向へ向か

っておりデフレの進行が加わり、消費関連は苦戦が続い

ております。このような中、主力の石油事業は、前事業

年度より継続して取り組んできました不採算店舗の閉鎖

を完了すると同時に、油外収益の柱として位置付けた

「車検」強化につきましては、台数実績は本年の計画を

達成し、燃料油外収益を力強く牽引しています。さらに

その他の事業もスタッフの接客力・技術力の向上により

不採算店舗の営業強化を図るなど、収益体制の確立に向

け諸施策を実行し成果が上がりつつあります。

また取引金融機関との関係は、再建計画における資産

売却が全て完了したことにより、有利子負債の圧縮も予

定通り進捗し緊密な関係を継続維持しております。

しかし、これらの対応策は将来の不透明な経済環境・

事業環境の中で進めている途上であるため、現時点では

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

 なお、財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表には反映しておりません。
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券

の評価基準及

び評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算

定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

  同左 

  

 

 

時価のないもの
 同左

２ たな卸資

産の評価基準

及び評価方法

(1) 石油事業

  総平均法による原価法（収益性の低下によ

る簿価切り下げの方法）。但し、油外商

品については 終仕入原価法

(2) その他の事業

  サイクルショップ…… 終仕入原価法

  ペットショップ  …… 終仕入原価法

（会計方針の変更）
 当事業年度より、「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」（企業会計基準第９号 平成18
年７月５日公表分）を適用しております。
 これにより営業損失、経常損失及び税引前
当期純損失は、それぞれ23,653千円増加して
おります。

(1) 石油事業

  同左 

  

 

(2) その他の事業

  サイクルショップ…… 終仕入原価法

３ 固定資産

の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

  定率法によっております。

  但し、建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法によっております。

  なお、主な耐用年数は次の通りでありま

す。

  建物及び構築物   ８～50年

  機械装置及び運搬具 ２～15年

 また、平成19年３月31日以前に取得したも
のについては、償却可能限度額まで償却が終
了した翌年から５年間で均等償却する方法に
よっております。

(2) 長期前払費用

  均等償却しております。

(1) 有形固定資産

 同左

 

 

  
 
 

(2) 長期前払費用

  同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 引当金の

計上基準

(1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(2) 事業譲渡損失引当金

  前事業年度に実施した事業譲渡に係る費用

について、当該損失見込額を計上してお

ります。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。

（会計方針の変更）
 当社は、平成20年３月期を始期とする中期
経営計画に基づき、経費削減を図るため、赤
字店舗の閉鎖などにより、大幅な人員削減を
実行いたしました。
 これにより、当事業年度において従業員数
が大幅に減少し、退職給付債務につきまして
は、合理的に数理計算上の見積りを行うこと
が困難となったため、当事業年度より簡便法
(期末自己都合要支給額)により計算してお
り、従来の方法によった場合に比べて営業損
失および経常損失、税引前当期純損失は3,222
千円増加しております。
 また、第４四半期に検討を開始した翌期の
経営計画により、人員の更なる減少が明確と
なったため、第３四半期累計期間までは従来
の方法によっております。
従って、当第３四半期累計期間は、変更後の
方法によった場合に比べて営業損失、経常損
失及び税引前当期純損失は2,081千円多く計上
されております。

(4) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく当期末要支給額を計上してお

ります。

───────

        

 

───────

   

  

 

  

 

(1) 貸倒引当金

  同左 

  

 

  

 

────────

   

  

 

(3) 退職給付引当金

  簡便法(期末自己都合要支給額)により計算

しております。 

  

 

 

  
 
 

  
 
  
 
  
 
 

  
 
 

  
 
 

(4) 役員退職慰労引当金

  同左 

  

 

(5) 店舗閉鎖損失引当金

  店舗閉鎖等に伴い、発生が見込まれる損失

額を計上しております。

(6) 偶発損失引当金

  他の引当金で引当対象とした事象以外の偶

発事象に対し、将来発生する可能性のあ

る損失を見積もり、必要と認められる額

を計上しております。
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

５ ヘッジ会

計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。

  なお、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用しており

ます。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段として金利スワップ取引を行っ

ており、資金調達に係る金利変動リスク

を対象としております。

(3) ヘッジ方針

  社内規程に基づき金利変動リスクをヘッジ

しております

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  開始時点から有効性判定時点までの期間に

おける、ヘッジ手段とヘッジ対象のキャ

ッシュ・フロー変動を比較し、両者の変

動額等を基礎として行っております。

  なお、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります

─────────

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

６ キャッシ

ュ・フロー計

算書における

資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ケ

月以内に満期日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短期的な投資

を計上しております。

  同左

７ その他財

務諸表作成の

ための重要な

事項

消費税等の会計処理

(1) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。

(2) リース取引会計基準の改正適用初年度開始

前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

消費税等の会計処理

(1) 消費税等の会計処理

  同左 

 

(2) 同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企

業審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針第16号（平成

6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年3月30日改正））を適用しております。

 なお、平成20年３月31日以前に契約を行ったリース契

約につきましては、通常の賃貸借処理に準じた方法によ

っております。

 これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損失

には、影響はありません。

 

        ──────── 
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【表示方法の変更】

当事業年度
（自 平成20年４月１日

   至 平成21年３月31日）

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

   至 平成22年３月31日）
 前事業年度まで損益計算書において区分掲記してお
りました「ホームセンター事業売上」「石油事業売
上」「その他商品売上」「その他営業収入」につきま
しては、主要部門である「ホームセンター事業売上」
が発生しなくなり、また、事業区分別の表示の重要性
が低下したことにより、当事業年度より「売上高」と
して一括表示しております。
 なお、前事業年度の「売上高」に含まれる「ホーム
センター事業売上」「石油事業売上」「その他商品売
上」「その他営業収入」は、それぞれ7,170,756千円、
7,449,708千円、214,820千円、289,022千円でありま
す。

───────

 前事業年度において「当期ホームセンター事業商品
仕入高」「当期石油事業商品仕入高」「当期その他商
品仕入高」として掲記されていたものは、（ＥＤＩＮ
ＥＴ）ＸＢＲＬ導入に伴い個別財務諸表の比較可能性
を向上するため、当事業年度より「当期商品仕入高」
に掲記しております。なお、前事業年度の「当期商品
仕入高」に含まれる「当期ホームセンター事業商品仕
入高」「当期石油事業商品仕入高」「当期その他商品
仕入高」は、それぞれ4,712,387千円、6,144,459千
円、145,335千円であります。
 

────────
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金融商品、デリバティブ取引、賃貸等不動産関係、関連当事者との取引に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。 

  

 
  

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(開示の省略)

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

 

※１ 土地再評価

  「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31  

日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する 

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公 

布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を 

行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しております。

   再評価の方法

   「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額により算出しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

   再評価を行った土地の事業年度末における時価
が再評価後の帳簿価額より上回った為、事業年
度末における時価と再評価後の帳簿価額との差
額の記載を省略しております。

 

※１ 土地再評価

  「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)および「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布

法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て純資産の部に計上しております。

   再評価の方法

   「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額により算出しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

  再評価を行った土地の事業年度末における時価
が再評価後の帳簿価額より上回った為、事業年
度末における時価と再評価後の帳簿価額との差
額の記載を省略しております。

※２ 担保資産

   担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。

売掛金 75,829千円

建物 257,997千円

土地 2,577,905千円

投資有価証券 14,430千円

差入保証金 158,678千円

計 3,084,841千円  

※２ 担保資産

   担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。

売掛金 77,167千円

建物 188,852千円

土地 1,291,837千円

差入保証金 211,714千円

計 1,769,571千円

   上記資産により担保されている債務は、次のとお

りであります。

買掛金 242,842千円

短期借入金 1,223,831千円

一年以内返済予定

長期借入金
45,355千円

未払金 5,646千円

長期借入金 194,800千円

計 1,712,475千円

   上記資産により担保されている債務は、次のとお

りであります。

買掛金 260,230千円

短期借入金 538,814千円

一年以内返済予定

長期借入金
6,000千円

未払金 5,447千円

長期借入金 17,000千円

計 827,492千円

 ３ 受取手形割引高          33,861千円 ３ 受取手形割引高          31,256千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 他勘定振替高の内訳 

店舗閉鎖に伴い、処分した商品在庫原価でありま

す。 

 

※２ 商品期末たな卸高

   商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切  

下後の金額であり、売上原価に23,653千円のた  

な卸資産評価損が含まれております。 

 

※１ 他勘定振替高の内訳 

店舗閉鎖に伴い、処分した商品在庫原価でありま

す。 

 

────────

  
 
  
 

※３ 固定資産売却益の内訳

    建物              35,491千円
    車輌運搬具            1,536千円
    土地              50,526千円
    計               87,555千円

 
※４ 事業譲渡損の内訳
    事業譲渡損失引当金繰入額       15,000千円
    その他              2,372千円
    計               17,372千円

※５ 固定資産除却損の内訳
    建物               1,512千円
    構築物               261千円
    機械装置              697千円
    車輌運搬具             179千円
    工具器具備品          1,933千円
    計                4,584千円

 
※６ 固定資産売却損の内訳
    建物              58,022千円
     構築物             2,408千円
    工具器具備品                      502千円
    土地              45,497千円
     計              106,431千円

 

※３ 固定資産売却益の内訳

   建物                  491千円
   土地              105,132千円
   計               105,624千円

  
 

※４ 事業譲渡損の内訳
   現状回復費                  1,526千円
   計                1,526千円  

※５ 固定資産除却損の内訳
   建物             27,774千円
   構築物             13,253千円
   機械装置          1,605千円
  工具器具備品            102千円
   計              42,735千円

  
 

※６ 固定資産売却損の内訳
   建物               6,382千円
   構築物                980千円
   機械装置                         335千円
   工具器具備品            798千円
   土地            58,480千円
   電話加入権             72千円
    計              67,049千円
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※７ 当社は、以下の資産グループについて減損損失を
計上しました。

場所 用途 種類

（その他の事業） 
 新座駐車場他６件 
（埼玉県新座市）

駐車場等 
（売却予定資産）

土地・その他

（専門店事業部） 
 モンクール他３店  
（東京都港区）

店舗設備等 建物・その他

 そ  の  他 ガソリンスタンド等 その他

   当社は、店舗別にグルーピングしております。ま

た、売却予定資産については、個々の物件毎にグ

ルーピングしております。

   売却予定資産については、平成20年12月に作成の

再建計画に基づき、平成22年3月期に事業構造を

改善する費用のうち、現時点において確定してい

るものを損失計上しております。ガソリンスタン

ド・店舗設備等については、予想しえない市況の

変化に伴う競争激化により、商品販売などを行う

店舗に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を損失計上しておりま

す。

   この結果、141,840千円の減損損失を特別損失と  

して計上し、その内訳は、土地84,610千円、建物

52,676千円、その他4,553千円であります。

   なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、売却予定資産について

は見積売却可能価額により評価し、その他の資産

については零として評価しております。

 

※７ 当社は、以下の資産グループについて減損損失を
計上しました。

場所 用途 種類

（石油事業） 

 販売課 

（東京都北区）

ガソリンスタンド等 土地

（その他事業） 

 湯河原保養所他９件

（静岡県熱海市）

店舗設備等 建物・その他

 そ  の  他 ガソリンスタンド等 土地・その他

   当社は、店舗別にグルーピングしております。ま

た、遊休資産については個々の物件毎にグルーピ

ングしております。  

予想しえない市況の変化に伴う石油販売業などの

競争激化により商品販売などを行う店舗に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(144,355千円)として

特別損失に計上いたしました。 

   減損損失の内訳は、土地87,079千円、建物26,670

千円、電話加入権16,226千円、リース資産減損勘

定14,161千円、その他218千円であります。

   なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、遊休資産のうち不動産

については見積売却可能価額により評価し、その

他の資産については全て零として評価しておりま

す。
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,552株 

 単元株式の買取りによる増加      1,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,106株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7,552,000 ─ ─ 7,552,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 11,631 2,552 ― 14,183

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7,552,000 ─ ─ 7,552,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 14,183 1,106 ─ 15,289
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 33,705千円

現金及び現金同等物 
 

33,705千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 123,899千円

現金及び現金同等物
 

123,899千円
 

－　29　－

ダイヤ通商株式会社（７４６２）平成２２年３月期　決算短信（非連結）



 
  

  

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

リース取引に関する会計基準等適用初年度開始前の所有  

権移転外ファイナンス・リース取引

 （借主側）

リース取引に関する会計基準等適用初年度開始前の所有  

権移転外ファイナンス・リース取引

 （借主側）

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相  

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相  

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

機械装置 
(千円)

工具器具 
備品 
(千円)

ソフト 
ウェア 
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額

62,120 29,027 3,160 94,307

減価償却 
累計額 
相当額

36,353 14,029 1,527 51,909

減損損失 
累計額 
相当額

20,101 ― ― 20,101

期末残高 
相当額

25,766 14,997 1,632 42,395

 

機械装置
(千円)

工具器具 
備品 
(千円)

ソフト 
ウェア 
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額

48,630 29,027 3,160 80,817

減価償却
累計額 
相当額

35,432 19,835 2,159 57,426

減損損失
累計額 
相当額

32,966 ─ ─ 32,966

期末残高
相当額

13,197 9,191 1,000 23,388

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 19,217千円

１年超 25,638千円

合計 44,855千円

リース資産減損勘定の残高 12,271千円

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 14,164千円

１年超 10,900千円

合計 25,064千円

リース資産減損勘定の残高 21,411千円

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 21,249千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,220千円

減価償却費相当額 19,371千円

支払利息相当額 2,047千円

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 18,863千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,020千円

減価償却費相当額 17,172千円

支払利息相当額 1,239千円

減損損失 14,161千円

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   ・減価償却費相当額の算定方法

    ……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

   ・利息相当額の算定方法

    ……リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   ・減価償却費相当額の算定方法

    ……同左 

 

   ・利息相当額の算定方法

    ……同左 
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前事業年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

  
  

(有価証券関係)

区分

当事業年度
(平成21年３月31日)

取得原価(千円)
決算日における
貸借対照表計上額 

(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

① 株式 99 339 240

② 債券 ― ― ―

③ その他
―
 

― ―

 小計 99 339 240

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

① 株式 25,938 19,305 △6,633

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

 小計 25,938 19,305 △6,633

合計 26,037 19,644 △6,392

区分

当事業年度 
(平成21年３月31日)

貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 3,545

合計 3,545
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当事業年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

区分

当事業年度
(平成22年３月31日)

取得原価(千円)
決算日における
貸借対照表計上額 

(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

① 株式 26,037 32,154 6,116

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

 小計 26,037 32,154 6,116

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

 小計 ─ ─ ─

合計 26,037 32,154 6,116

区分

当事業年度 
(平成22年３月31日)

貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 3,545

合計 3,545
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

(持分法投資損益等)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

 

１ 繰延税金資産発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 税務上の繰越欠損金 1,357,523千円

 役員退職慰労引当金 45,212千円

 貸倒引当金 21,011千円

 退職給付引当金 10,819千円

 減損損失 138,554千円

 投資有価証券評価損 9,845千円

 その他有価証券評価差額金 2,601千円

 事業譲渡損失引当金 10,175千円

 その他 1,215千円

繰延税金資産小計 1,596,960千円

評価性引当額 △1,596,960千円

繰延税金資産の純額 ― 千円

 

 

１ 繰延税金資産発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 税務上の繰越欠損金 1,614,736千円

 役員退職慰労引当金 43,287千円

 貸倒引当金 20,175千円

減損損失      89,383千円

 店舗閉鎖損失引当金 28,540千円

 偶発損失引当金 11,861千円

 その他 3,104千円

小計 1,811,089千円

評価性引当額 △1,804,096千円

繰延税金資産合計 6,993千円

繰延税金負債

 繰延税金資産の純額 △6,992千円

 その他有価証券評価差額金 △2,501千円

繰延税金資産の純額 △9,494千円

繰延税金資産（△負債） 

の純額
△2,501千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.7％

  (調整)

 交際費等永久に損金に 
算入されない項目

△0.8％

 受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

0.3％

 住民税均等割 △3.3％

 評価性引当額増加額 △6.5％

 土地再評価差額金の取崩に伴う
 繰延税金負債取崩

15.6％

 土地再評価後  
売却による認容額

△8.9％

 繰越欠損金の期限切れ △24.8％

 税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

12.3％

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.9％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

0.0％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

0.0％

住民税均等割 △1.6％

評価性引当額増加額 △43.6％

土地再評価差額金の取崩に伴う
繰延税金負債取崩

61.7％

土地再評価後
売却による認容額

1.3％

その他 1.3％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

60.0％
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

    当社は確定給付型の制度として、厚生年金制度、適

格退職年金制度（定年退職による退職金の80％）お

よび退職一時金制度を採用しております。当社の加

入する厚生年金基金は総合設立方式であり、自社の

拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ

とができないため、退職給付に係る会計基準（企業

会計審議会：平成10年6月16日）注解12（複数事業制

度の企業会計について）により年金基金への要拠出

額を退職給付費用として処理しております。なお、

要拠出金を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項は次の通りであります。  

  

 

  (1) 制度全体の積立状況（平成20年3月31日）  

年金資産の額          96,565,000千円  

年金財政計算上の給付債務の額 107,825,000千円  

差引額           △11,260,000千円 

  (2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合  0.89％ 

 

２ 退職給付債務に関する事項

  ①退職給付債務                     144,305千円

  ②年金資産                         117,722千円

  ③退職給付引当金                    26,582千円

 
   なお、「重要な会計方針」４引当金の計上基準(3)退
職給付引当金に記載のとおり、当事業年度より簡便法
（期末自己都合要支給額）により計算しております。

３ 退職給付費用に関する事項

  ①勤務費用              14,589千円  

  ②利息費用                           5,113千円

  ③期待運用収益                     △1,758千円

  ④数理計算上の差異の費用処理額    △10,444千円

  ⑤会計基準変更時差異の費用処理額     7,408千円

   ⑥厚生年金基金掛金                  24,492千円

  ⑦その他               3,222千円

  ⑨退職給付費用                      42,623千円

  (注) 上記その他の金額は、退職給付債務の計算方  

法を原則法から簡便法への変更に伴い生じる  

損益の一括処理額を表示しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は確定給付型の制度として、厚生年金制度、確

定給付企業年金制度（勤続年数３年以上を対象と

し、給付金は年金または一時金で受給）を採用して

おります。当社の加入する厚生年金基金は総合設立

方式であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算することができないため、退職給付に

係る会計基準（企業会計審議会：平成10年6月16日）

注解12（複数事業制度の企業会計について）により

年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理し

ております。なお、要拠出金を退職給付費用として

処理している複数事業主制度に関する事項は次の通

りであります。 

 

  (1) 制度全体の積立状況（平成21年3月31日）  

年金資産の額          74,035,915千円  

年金財政計算上の給付債務の額 105,667,001千円  

差引額           △31,631,085千円 

  (2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合  0.76％ 

 

２ 退職給付債務に関する事項

  ①退職給付債務                      74,981千円

  ②年金資産                          92,078千円

  ③前払年金費用                     17,097千円

なお、「重要な会計方針」４引当金の計上基準(3)退職給
付引当金に記載のとおり、簡便法（期末自己都合要支給
額）により計算しております。

３ 退職給付費用に関する事項

  ①勤務費用               24,112千円  

   ②厚生年金基金掛金                   5,299千円

  ③退職給付費用                      29,412千円
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 153円 37銭

１株当たり当期純損失 46円 14銭

１株当たり純資産額   130円 34銭

１株当たり当期純損失 24円 13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失が計上されており、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失が計上されており、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

項目
前事業年度

(平成21年３月31日)
当事業年度

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,156,034 982,339

純資産の部の合計額から控除する金額
(千円)

― ─

普通株式に係る純資産額(千円) 1,156,034 982,339

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式数(株)

7,537,817 7,536,711

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △347,803 △181,839

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円)

△347,803 △181,839

普通株式の期中平均株式数(株) 7,538,453 7,537,032

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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