
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日新商事株式会社 上場取引所 東 
コード番号 7490 URL http://www.nissin-shoji.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 筒井 博昭
問合せ先責任者 （役職名） 経営企画室長 （氏名） 走尾 一隆 TEL 03-3457-6254
四半期報告書提出予定日 平成23年11月9日 配当支払開始予定日 平成23年12月2日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 33,021 7.8 81 △36.7 195 △7.8 61 △13.0
23年3月期第2四半期 30,628 11.2 127 246.5 211 89.1 70 256.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △171百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △88百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 9.09 ―
23年3月期第2四半期 10.46 ―

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

24年3月期第2四半期 23,098 15,720 68.1 2,337.08
23年3月期 23,691 15,952 67.3 2,371.60
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,720百万円 23年3月期  15,952百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

23年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
24年3月期 ― 9.00
24年3月期（予想） ― 9.00 18.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 66,000 3.5 200 △17.1 360 △9.7 170 13.4 25.27



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 7,600,000 株 23年3月期 7,600,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 873,338 株 23年3月期 873,338 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,726,662 株 23年3月期2Q 6,721,838 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災からの復興需要による景気改

善を予想したものの、空前の円高が続いたことなどにより、輸出産業を中心にその足取りは重く、非常に厳しい経

済環境になりました。海外においては、米国景気の減速、欧州の債務問題深刻化の懸念もあり、景気の先行きはま

すます不透明感が増してまいりました。 

石油販売業界においては、前年からの円高傾向は継続しているものの、それ以上に原油価格が高騰したため、

石油製品価格は上昇いたしました。また消費者の節約意識が定着したことなどにより、ガソリンなどの石油製品需

要は低下いたしました。一方、原子力発電所被災などによる電力供給不安に対応したため、火力発電所向けＣ重油

などの石油製品につきましては、前年と比較し需要が増加いたしました。 

このような状況下、当第２四半期連結累計期間の当社グループ連結業績は、石油製品価格が前年同期と比較し

て大幅に上昇したことなどにより、売上高は33,021,150千円、前年同期比7.8％の増収となったものの、ガソリン

販売数量が減少したため、営業利益は81,014千円、前年同期比36.7％の減益、経常利益は195,151千円、前年同期

比7.8％の減益となりました。また減損損失を15,669千円、投資有価評価損を16,039千円計上したことなどによ

り、四半期純利益は、61,175千円、前年同期比13.0％の減益となりました。 

   

＜石油関連事業＞ 

（直営部門） 

直営部門につきましては、車検などのカーケア商品拡販に注力いたしました。特にタイヤ販売につきまして

は、お客様に安全走行を訴求するなど注力した結果、前年の販売数量を大幅に上回る結果となりました。また選ば

れるSS作りのため、老朽化した設備を改良し、顧客満足度を高めるために研修会を実施するなど、さまざまな施策

を打ちましたが、石油製品価格の高騰と消費者の買い控えの影響などにより、販売数量が減少いたしました。しか

しながら、石油製品価格が前年同期と比較して上昇したことなどもあり、売上高は11,217,259千円、前年同期比

2.4％の増収となりました。 

（卸部門） 

  卸部門につきましては、新規販売店獲得や販売店ニーズに応えるような提案営業を強化いたしました。新規販売

店を１SS起用いたしましましたが、直営部門と同様、消費者の買い控えなどの影響や販売店が４SS閉鎖したことな

どにより販売数量が減少いたしました。しかしながら、石油製品価格は前年同期と比較して上昇したことなどによ

り、売上高は6,917,716千円、前年同期比1.0％の増収となりました。 

（直需部門） 

  直需部門につきましては、新規顧客獲得のための研修会を実施するなど営業活動の強化を図りました。これらに

より軽油、潤滑油の販売数量が増加いたしました。また、電力会社向けＣ重油販売数量が増加したこと、石油製品

価格が前年同期と比較し上昇したこともあり、売上高は11,228,588千円、前年同期比24.5％の増収となりました。

（産業資材部門） 

 産業資材部門につきましては、主力の石油化学製品仕入先が震災の影響を受けたことで販売数量が大幅に減少し

たことや、ペットボトル飲料の商流が変更になるなど、厳しい状況となりました。その結果、売上高は2,083,478

千円、前年同期比9.9％の減収となりました。 

（その他部門） 

 その他部門につきましては、液化石油ガスについては、仕入価格上昇に即応した販売活動を展開いたしました。

また充填所を改修し供給力を増加させるなど設備投資をいたしました。その結果、液化石油ガス製品価格が前年同

期と比較して上昇したことなどもあり、売上高は950,354千円、前年同期比10.7％の増収となりました。 

＜外食事業＞ 

 外食事業につきましては、ケンタッキーフライドチキン店、タリーズコーヒー店ともに、震災による消費マイン

ドの低迷などにより、非常に厳しい収益状況となりました。また、４月にタリーズコーヒー店を１店舗閉鎖してお

ります。その結果、売上高は354,756千円、前年同期比7.4％の減収となりました。 

 ＜不動産事業＞ 

  不動産事業につきましては、既存物件の稼働率は堅調に推移いたしました。また、前年度に購入した物件の賃貸

料が寄与したことや、建て替え中であった物件が本格稼働したことなどもあり、売上高は268,996千円、前年同期

比7.4％の増収となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ、592,431千円減少し、23,098,862千円となりました。これは、繰延税金資

産が183,801千円増加したものの、現金及び預金が126,445千円減少、受取手形及び売掛金が134,773千円減少し、

投資有価証券及び関係会社株式が375,612千円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ、360,228千円減少し、7,378,126千円となりました。これは、預り保証金が

64,234千円増加したものの、社債が397,000千円減少、借入金が60,000千円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

 純資産は前連結会計年度末に比べ、232,202千円減少し、15,720,735千円となりました。これは、おもにその他

有価証券評価差額金が233,050千円減少したことなどによるものです。  

 この結果、１株当たり純資産は前連結会計年度末と比べ、34.52円減少し、2,337.08円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営

業活動によるキャッシュ・フローにおいて増加したものの、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によ

るキャッシュ・フローにおいて資金が減少したために前連結会計年度末に比べ126,508千円減少し、1,316,408千円

となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、535,859千円の資金の増加になりました。増加の主なものは税金等調

整前四半期純利益155,643千円、減価償却費の計上155,170千円、売上債権の減少額138,556千円、預り保証金利息

の増加60,883千円であり、減少の主なものは法人税等の支払額79,961千円であります。 

（投資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・フローでは、145,039千円の資金の減少になりました。これは有形固定資産の取得

による支出108,610千円などにより資金が減少したことによるものです。 

（財務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・フローでは、517,539千円の資金の減少になりました。これは社債の償還による支

出397,000千円、借入金の返済による支出60,000千円、配当金の支払額60,539千円により資金が減少したことによ

るものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想から変更いたし

ません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在入手している情報に基づいて当社が判断したもので

あり、実際の業績はさまざまな要因により予想数値と異なる結果になる可能性があります。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 影響額が僅少なものについて、一部簡便な方法を採用しております。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,456,845 1,330,399

受取手形及び売掛金 8,411,013 8,276,240

商品及び製品 573,269 561,999

その他 259,019 249,250

貸倒引当金 △30,778 △24,534

流動資産合計 10,669,369 10,393,356

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,973,072 2,884,017

土地 5,428,870 5,428,870

その他（純額） 281,803 313,062

有形固定資産合計 8,683,746 8,625,950

無形固定資産 162,923 169,890

投資その他の資産   

投資有価証券 2,369,982 2,183,581

関係会社株式 997,141 807,930

その他 875,628 981,782

貸倒引当金 △67,499 △63,629

投資その他の資産合計 4,175,253 3,909,664

固定資産合計 13,021,924 12,705,505

資産合計 23,691,293 23,098,862

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,340,241 2,372,092

短期借入金 665,000 655,000

未払金 548,372 493,214

未払法人税等 84,353 122,993

賞与引当金 206,510 227,121

役員賞与引当金 14,948 8,367

その他 606,869 628,088

流動負債合計 4,466,293 4,506,877

固定負債   

社債 1,206,000 809,000

長期借入金 120,000 70,000

退職給付引当金 986,756 984,078

役員退職慰労引当金 61,534 49,226

資産除去債務 66,449 67,069

その他 831,321 891,875

固定負債合計 3,272,061 2,871,249

負債合計 7,738,355 7,378,126



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

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 9,332,354 9,332,990

自己株式 △643,318 △643,318

株主資本合計 15,594,661 15,595,296

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 367,817 134,767

為替換算調整勘定 △9,540 △9,329

その他の包括利益累計額合計 358,276 125,438

純資産合計 15,952,937 15,720,735

負債純資産合計 23,691,293 23,098,862



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 30,628,472 33,021,150

売上原価 27,495,976 29,963,303

売上総利益 3,132,496 3,057,846

販売費及び一般管理費 3,004,545 2,976,832

営業利益 127,950 81,014

営業外収益   

受取利息 1,613 1,474

受取配当金 47,293 47,348

持分法による投資利益 4,459 4,674

受取保険金 － 31,414

その他 63,906 62,935

営業外収益合計 117,273 147,847

営業外費用   

支払利息 19,239 17,653

社債発行費 4,517 －

社葬費用 － 9,850

その他 9,820 6,206

営業外費用合計 33,577 33,710

経常利益 211,646 195,151

特別損失   

固定資産売却損 58 －

減損損失 21,433 15,669

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,283 －

投資有価証券評価損 － 16,039

その他 3,116 7,798

特別損失合計 63,891 39,507

税金等調整前四半期純利益 147,755 155,643

法人税、住民税及び事業税 103,845 118,007

法人税等調整額 △26,416 △23,539

法人税等合計 77,428 94,467

少数株主損益調整前四半期純利益 70,326 61,175

四半期純利益 70,326 61,175



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 70,326 61,175

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △162,559 △232,196

為替換算調整勘定 2,624 211

持分法適用会社に対する持分相当額 965 △853

その他の包括利益合計 △158,969 △232,838

四半期包括利益 △88,642 △171,662

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △88,642 △171,662

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 147,755 155,643

減価償却費 132,534 155,170

減損損失 21,433 15,669

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,584 20,611

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,926 △2,677

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,259 △10,114

受取利息及び受取配当金 △48,906 △48,822

支払利息 19,239 17,653

持分法による投資損益（△は益） △4,459 △4,674

投資有価証券評価損益（△は益） － 16,039

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,283 －

前払年金費用の増減額（△は増加） 6,920 54,388

預り保証金の増減額（△は減少） △13,136 60,883

売上債権の増減額（△は増加） △169,614 138,556

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,416 11,270

仕入債務の増減額（△は減少） △132,364 31,851

未払軽油引取税の増減額（△は減少） 38,297 42,454

その他 △58,982 △71,135

小計 7,351 582,767

利息及び配当金の受取額 52,192 50,611

利息の支払額 △16,905 △17,557

法人税等の支払額 △114,234 △79,961

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,596 535,859

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 △179,662 △108,610

無形固定資産の取得による支出 △2,250 △13,742

投資有価証券の取得による支出 △1,167 △29,605

貸付けによる支出 △2,480 △500

貸付金の回収による収入 9,301 8,608

その他 △14,608 △1,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,868 △145,039

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） △100,000 －

長期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 △60,000 △397,000

配当金の支払額 △73,993 △60,539

その他 △4,647 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,640 △517,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,624 211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △358,479 △126,508

現金及び現金同等物の期首残高 2,236,302 1,442,916

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,877,822 1,316,408



 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

(注1) セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総

務、経理等管理部門に係る費用であります。 

(注2) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「石油関連事業」セグメント及び「外食事業」セグメントにおいて、販売マージンの悪化等による事業環境の激

変により、継続して損益がマイナスであることから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と

して特別損失に計上いたしました。  

 なお、当第２四半期連結累計期間において「石油関連事業」セグメントで 千円、「外食事業」セグメント

で 千円を当該減損損失にそれぞれ計上しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

石油関連  
事  業 

外食事業 不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  29,994,819  383,249  250,404  30,628,472  －  30,628,472

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  31,277  31,277  △31,277  －

計  29,994,819  383,249  281,681  30,659,750  △31,277  30,628,472

セグメント利益又は損失(△)  169,186  △16,571  164,470  317,085  △189,135  127,950

△189,135 △31,277

△157,857

14,332

7,101



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

(注1) セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総

務、経理等管理部門に係る費用であります。 

(注2) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「石油関連事業」セグメント及び「外食事業」セグメントにおいて、販売マージンの悪化等による事業環境の激

変により、継続して損益がマイナスであることから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と

して特別損失に計上いたしました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において「石油関連事業」セグメントで 千円、「外食事業」セグメント

で 千円を当該減損損失にそれぞれ計上しております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

石油関連  
事  業 

外食事業 不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  32,397,396  354,756  268,996  33,021,150  －  33,021,150

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  31,894  31,894  △31,894  －

計  32,397,396  354,756  300,890  33,053,044  △31,894  33,021,150

セグメント利益又は損失(△)  142,039  △20,089  148,540  270,490  △189,476  81,014

△189,476 △31,894

△157,582

10,829

4,840

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象



(1）（要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

  

(2）四半期損益計算書 

  

（注記事項） 

 四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表の用語、様式及び作成に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）

に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約表示しております。また、個別財務諸表につきましては、

監査法人のレビューの対象外となっております。 

  

  

「参考」個別財務諸表

  
前事業年度末に係る 
 要約貸借対照表 

（平成23年３月31日） 

当第２四半期会計期間末 
  

（平成23年９月30日） 

資産の部        

流動資産   9,683,450   9,492,438

固定資産   12,635,868   12,296,630

 資産合計   22,319,319   21,789,068

負債の部        

流動負債   4,099,861   4,206,880

固定負債   3,209,444   2,806,697

負債合計   7,309,305   7,013,578

純資産の部         

  株主資本    14,641,886    14,639,354

  評価・換算差額等    368,127    136,135

純資産合計    15,010,013    14,775,490

負債純資産合計    22,319,319    21,789,068

  （単位：千円）

  
前第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

売上高   28,927,049   31,072,796

 売上原価   26,070,612   28,309,004

売上総利益   2,856,437   2,763,791

 販売費及び一般管理費   2,745,034   2,699,353

営業利益   111,403   64,437

 営業外収益   106,476   151,802

 営業外費用   33,920   34,521

経常利益   183,959   181,718

 特別利益   10,633   －

 特別損失   63,891   39,507

税引前四半期純利益 130,701   142,210

 法人税等   75,481   84,202

四半期純利益   55,219   58,008
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