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  平成 19 年６月 15 日 

各  位 

会社名  株式会社東日カーライフグループ 

代表者  代表取締役社長 炭竈 紘樹 

（ｺｰﾄﾞ番号 8291 東証第一部） 

問合せ先 経理部長    杉山 義治 

（ＴＥＬ 03-5496-5203） 

 

（訂正）平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要の一部訂正について 

 

平成 19 年５月 31 日付で発表いたしました「平成 19 年３月期決算の発表の延期について」におい

て、過年度の決算短信（連結・個別）を訂正する旨を発表しましたが、この度、平成 19 年３月期 個

別中間財務諸表の概要の具体的な訂正内容が確定しましたのでお知らせいたします。 

なお、訂正個所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正個所には＿＿を付して表

示しております。 

また、同期間の半期報告書の訂正報告書につきましても、本日、関東財務局に提出いたしましたの

で、併せてお知らせいたします。 

記 

 

１．訂正を行う「個別中間財務諸表の概要」の概要 

決算期：平成 19 年３月期中間（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

発表日：平成 19 年１月 15 日 

 

２．今回訂正の理由 

当社は、開示について適時､適切に行うことを基本方針にしています。 

「平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）」において、それ以前には認識しておりませんでし

た貸借対照表における説明がつかない事項が認められましたが、経理担当役員の判断としては、

単なる勘定間の振替漏れとして損益影響はないと考え、平成 18 年 11 月 22 日に連結及び個別の

開示を行いました。その後、会計帳簿類の不備による営業費用の計上漏れが発生していることが

判明し、平成 19 年１月 15 日に「平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）の一部訂正について」

及び「平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要の一部訂正について」（以下、前回発表という）

の開示を行いました。しかしながら、平成 19 年３月期の決算業務を進めていく過程で、前回発

表の内容に修正を要する事項が認められたことから、新たに検証する必要性を認め、可能な限り

正確性、網羅性を確保する再検証作業を実施するに至ったものであります。 

再検証作業はカーネット車楽の経理部署はもちろんのこと、当社の経理部も加わり、月次決算、

年度決算と併行して過年度の個々の取引内容について証憑書類との再検証を行ったことにより、

計上時期の誤り、個別事案での確認の漏れ等が発生していることが判明しました。この他、固定

資産の減損につきましては前回の訂正により平成 18 年３月期中間でベースとなる実績損益が悪

化したことや、それを反映した修正事業計画をふまえ、計上時期を平成 19 年３月期中間から平

成 18 年３月期中間に前倒しした他、投資回収の視点をより保守的に判断し、計上金額について

も修正を行うことにしました。 

これらを含め平成17年３月期から平成19年３月期中間における期間ごとの損益に影響を及ぼ

すことになりましたので訂正することにいたしました。 

これに伴い、当社といたしましては、特別損失に計上している当該子会社債権に対する貸倒引

当金の計上額を修正することといたしました。 
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３．原因と問題点 

前回発表時までの検証作業は合理性のある方法・内容に基づき行ったものと確信いたしており

ます。当時としては、検証作業については当社を含め、子会社の人員も多く結集し考えられる十

分な体制を組み、預金通帳等から支払いの検証を実施し、その裏付けとなる証憑との照合や確認

を数度に亘って実施してまいりました。 

このような体制をとり検証作業を実施してきたわけですが、検証すべき内容が膨大であったこ

とに加え、制約された条件下の検証作業であったこともあり、チェックする体制として十分に機

能し得なかったと認識しております。 

 

４．その他判明した事項について 

なお、今回の再検証作業の中で、カーネット車楽の当時の経理担当者が、独自の判断で平成

13 年５月以降経理担当であった際、一部の経費を繰延べる等の不適切な会計処理を実施してい

たことが判明しました。これは前回の調査時に、この経理担当者に対して当社の複数のメンバー

及び外部の専門家がヒアリングを実施していたにもかかわらず、独自の判断でこのようなことを

していたことが聴取内容から確認できなかったことによるものと認識しております。 

また、このことは、平成 19 年１月 15 日に発表しました訂正内容について、システムの導入を

契機とした不適切な会計処理から生じたものとしましたが、前述の通り再検証の結果、平成 13

年以降の経理担当者の当時の不適切な会計処理が経理処理の一部で認められ､十分正確な表現に

なっていなかったと認識しております。 

なお、上記に係わる影響額につきましては、平成 17 年３月期から平成 19 年３月期中間までの

訂正報告書において反映されているものと認識しております。 

本件の本質的要因の究明につきましては、専門家の協力を得て、あらためて事態発生の原因、

問題点を究明するため調査委員会を設置いたしました。調査委員会は、現在調査中でありますが、

平成 19 年６月末頃に中間の調査報告を受ける予定であり、社内で検討した後、発表の予定であ

ります。 

 

５．再発防止へ向けての対策 

決算数値の訂正を重ねることは、株主、投資家ならびに各関係者の皆様に対し多大なご迷惑を

お掛けし株式市場の信頼を損ねることと深く反省しています。 

今後このような事態を繰り返すことのないように、平成 19 年２月９日に提出いたしておりま

す改善報告書に沿って精度の高い決算業務が行えるよう、現在、鋭意整備を進めており、社内お

よびグループ間の処理体制、牽制体制を更に充実強化してまいります。 

また、適時開示規則の遵守徹底に努め、コンプライアンスの徹底に向けたグループ全体の社員

教育を計画的に、継続的に実施し、皆様からの信頼回復に全力を尽くしてまいります。 

 

以 上 
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平成 19 年 ３月期  個別中間財務諸表の概要     平成18年11月22日 

上 場 会 社 名        株式会社東日カ－ライフグル－プ  上場取引所      東証一部 

コ ー ド 番 号         8291                                        本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www.tn－carlife.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 取締役社長   氏  名 炭竈 紘樹 
問合せ先責任者 役職名 取締役     氏  名 荒木 修一     ＴＥＬ (03)5496－5205 
中間決算取締役会開催日 平成18年11月22日           配当支払開始日    － 
単元株制度採用の有無              有(１単元1,000株)  
 
 
１． 18年９月中間期の業績(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

 

【訂正前】 
 

(1) 経営成績                                  注）百万円未満切捨て表示。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 

17年９月中間期 

1,847 

2,253 

△18.0

1.4

240

612

△60.7

△11.4

△206 

172 

－

△8.7

18年３月期 4,498 △1.5 1,119 △17.6 366 △13.6

 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円   銭

18年９月中間期 

17年９月中間期 

△6,020 

△591 

－

－

△137.00 

△13.46 

18年３月期 △232 － △5.30 

 

 

(注) ①期中平均株式数   18年９月中間期   43,945,338株   17年９月中間期  43,948,224株   18年３月期   43,947,445株 

②会計処理の方法の変更   無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパ－セント表示は、対前年中間期増減率 

 

  
 
【訂正後】 
 

(1) 経営成績                                  注）百万円未満切捨て表示。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 

17年９月中間期 

1,847 

2,253 

△18.0

1.4

240

612

△60.7

△11.4

△206 

172 

－

△8.7

18年３月期 4,498 △1.5 1,119 △17.6 366 △13.6

 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円   銭

18年９月中間期 

17年９月中間期 

△5,308 

△733 

－

－

△120.80 

△16.70 

18年３月期 △891 － △20.29 

 

 

(注) ①期中平均株式数   18年９月中間期   43,945,338株   17年９月中間期  43,948,224株   18年３月期   43,947,445株 

②会計処理の方法の変更   無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパ－セント表示は、対前年中間期増減率 
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【訂正前】 

 
(2) 財政状態 

（注）①期末発行済株式数   18年９月中間期   43,944,451株   17年９月中間期   43,947,412株   18年３月期   43,946,288株 

②期末自己株式数     18年９月中間期      34,612株   17年９月中間期     31,651株  18年３月期      32,775株 

 

  
 

【訂正後】 
 

(2) 財政状態 

（注）①期末発行済株式数   18年９月中間期   43,944,451株   17年９月中間期   43,947,412株   18年３月期   43,946,288株 

②期末自己株式数     18年９月中間期      34,612株   17年９月中間期     31,651株  18年３月期      32,775株 

 

 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

18年９月中間期 

17年９月中間期 

64,381 

69,925 

10,411 

16,617 

16.2 

23.8 

236.93 

378.13 

18年３月期 69,419 17,004 24.5 386.93 

 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

18年９月中間期 

17年９月中間期 

63,755 

69,104 

9,785 

15,796 

15.3 

22.9 

222.69 

359.45 

18年３月期 68,081 15,666 23.0 356.49 
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５．個別中間財務諸表等 

 

【訂正前】 

 

(1) 中間貸借対照表 

   

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区  分 
注記 

番号 
金 額(百万円) 

構成比

(％)
金 額(百万円) 

構成比 

(％) 
金 額(百万円) 

構成比

(％)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  １．現金及び預金 ※２ 3,575 1,892  3,988 

  ２．受取手形  － 0  － 

  ３．有価証券  － －  100 

  ４．その他 ※３ 1,334 823  851 

５．繰延税金資産  2,442 －  － 

流動資産合計  7,352 10.5 2,716 4.2  4,940 7.1

Ⅱ 固定資産    

  １．有形固定資産 ※１   

    (1) 建 物 ※２ 14,401 14,050  14,362 

    (2) 土 地 ※２ 25,980 23,458  24,984 

    (3) その他  689 770  818 

有形固定資産合計  41,071 38,279  40,165 

２．無形固定資産  239 209  235 

  ３．投資その他の資産    

    (1) 投資有価証券 ※２ 14,818 19,532  17,226 

    (2) 長期貸付金  11,009 11,762  11,760 

    (3) その他  1,436 1,395  1,434 

    (4) 投資評価引当金  △1,883 △3,700  △1,883 

    (5) 貸倒引当金  △4,119 △5,814  △4,460 

投資その他の資産合計  21,262 23,176  24,077 

固定資産合計  62,573 89.5 61,665 95.8  64,478 92.9

資産合計  69,925 100.0 64,381 100.0  69,419 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区  分 
注記 

番号 
金 額(百万円) 

構成比

(％)
金 額(百万円) 

構成比 

(％) 
金 額(百万円) 

構成比

(％)

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

  １．支払手形  93 39  320 

  ２．短期借入金 ※２ 10,844 12,944  9,844 

  ３．一年以内返済予定の長期借入金 ※２ 8,425 10,394  11,598 

  ４．一年以内償還予定の社債  280 280  280 

５．未払法人税等  2,620 17  414 

   ６．賞与引当金  6 13  7 

  ７．関係会社整理損失引当金  4,160 －  － 

  ８．預り金  － 11,422  5,893 

  ９．その他 ※３ 2,015 582  931 

   流動負債合計  28,445 40.7 35,694 55.4  29,289 42.2

Ⅱ 固定負債    

１．社 債  840 560  700 

２．長期借入金 ※２ 22,544 16,499  20,946 

  ３．繰延税金負債  892 640  911 

  ４．退職給付引当金  7 15  7 

  ５．関係会社事業損失引当金  － 27  － 

  ６．長期預り金  351 349  349 

  ７．その他  226 184  210 

  固定負債合計  24,862 35.5 18,275 28.4  23,125 33.3

負債合計  53,307 76.2 53,969 83.8  52,415 75.5

(資本の部）    

Ⅰ 資本金  12,313 17.6 － －  12,313 17.7

Ⅱ 資本剰余金    

    資本準備金  896 －  896 

資本剰余金合計  896 1.3 － －  896 1.3

Ⅲ 利益剰余金    

  １．利益準備金  69 －  69 

  ２．任意積立金  2,600 －  2,600 

  ３．中間(当期)未処理損失  551 －  192 

利益剰余金合計  2,117 3.0 － －  2,476 3.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,300 1.9 － －  1,328 1.9

Ⅴ 自己株式  △9 △0.0 － －  △10 △0.0

資本合計  16,617 23.8     － －  17,004 24.5

負債・資本合計  69,925 100.0 － －  69,419 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区  分 
注記 

番号 
金 額(百万円) 

構成比

(％)
金 額(百万円) 

構成比 

(％) 
金 額(百万円) 

構成比

(％)

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

  １．資本金  － － 12,313 19.1  － －

  ２．資本剰余金    

   (1) 資本準備金  － 896  － 

     資本剰余金合計  － － 896 1.4  － －

３．利益剰余金    

    (1) 利益準備金  － 87  － 

   (2) その他利益剰余金    

別途積立金  － 2,600  － 

     繰越利益剰余金  － △6,407  － 

   利益剰余金合計  － － △3,720 △5.7  － －

  ４．自己株式  － － △11 △0.0  － －

株主資本合計  － － 9,478 14.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

  １．その他有価証券評価差額金  － － 933 1.4  － －

  評価・換算差額等合計  － － 933 1.4  － －

  純資産合計  － － 10,411 16.2  － －

  負債純資産合計  － － 64,381 100.0  － －
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【訂正後】 

 

 (1) 中間貸借対照表 

   

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区  分 
注記 

番号 
金 額(百万円) 

構成比

(％)
金 額(百万円) 

構成比 

(％) 
金 額(百万円) 

構成比

(％)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  １．現金及び預金 ※２ 3,575 1,892  3,988 

  ２．受取手形  － 0  － 

  ３．有価証券  － －  100 

  ４．その他 ※３ 1,334 823  851 

５．繰延税金資産  2,442 －  － 

流動資産合計  7,352 10.6 2,716 4.3  4,940 7.3

Ⅱ 固定資産    

  １．有形固定資産 ※１   

    (1) 建 物 ※２ 14,401 14,050  14,362 

    (2) 土 地 ※２ 25,980 23,458  24,984 

    (3) その他  689 770  818 

有形固定資産合計  41,071 38,279  40,165 

２．無形固定資産  239 209  235 

  ３．投資その他の資産    

    (1) 投資有価証券 ※２ 14,818 19,532  17,226 

    (2) 長期貸付金  11,009 11,762  11,760 

    (3) その他  1,436 1,395  1,434 

    (4) 投資評価引当金  △1,883 △3,700  △1,883 

    (5) 貸倒引当金  △4,940 △6,440  △5,798 

投資その他の資産合計  20,441 22,550  22,739 

固定資産合計  61,752 89.4 61,039 95.7  63,140 92.7

資産合計  69,104 100.0 63,755 100.0  68,081 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区  分 
注記 

番号 
金 額(百万円) 

構成比

(％)
金 額(百万円) 

構成比 

(％) 
金 額(百万円) 

構成比

(％)

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

  １．支払手形  93 39  320 

  ２．短期借入金 ※２ 10,844 12,944  9,844 

  ３．一年以内返済予定の長期借入金 ※２ 8,425 10,394  11,598 

  ４．一年以内償還予定の社債  280 280  280 

５．未払法人税等  2,620 17  414 

   ６．賞与引当金  6 13  7 

  ７．関係会社整理損失引当金  4,160 －  － 

  ８．預り金  － 11,422  5,893 

  ９．その他 ※３ 2,015 582  931 

   流動負債合計  28,445 41.1 35,694 56.0  29,289 43.0

Ⅱ 固定負債    

１．社 債  840 560  700 

２．長期借入金 ※２ 22,544 16,499  20,946 

  ３．繰延税金負債  892 640  911 

  ４．退職給付引当金  7 15  7 

  ５．関係会社事業損失引当金  － 27  － 

  ６．長期預り金  351 349  349 

  ７．その他  226 184  210 

  固定負債合計  24,862 36.0 18,275 28.7  23,125 34.0

負債合計  53,307 77.1 53,969 84.7  52,415 77.0

(資本の部）    

Ⅰ 資本金  12,313 17.8 － －  12,313 18.1

Ⅱ 資本剰余金    

    資本準備金  896 －  896 

資本剰余金合計  896 1.3 － －  896 1.3

Ⅲ 利益剰余金    

  １．利益準備金  69 －  69 

  ２．任意積立金  2,600 －  2,600 

  ３．中間(当期)未処理損失  1,372 －  1,530 

利益剰余金合計  1,296 1.9 － －  1,138 1.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,300 1.9 － －  1,328 1.9

Ⅴ 自己株式  △9 △0.0 － －  △10 △0.0

資本合計  15,796 22.9     － －  15,666 23.0

負債・資本合計  69,104 100.0 － －  68,081 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区  分 
注記 

番号 
金 額(百万円) 

構成比

(％)
金 額(百万円) 

構成比 

(％) 
金 額(百万円) 

構成比

(％)

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

  １．資本金  － － 12,313 19.3  － －

  ２．資本剰余金    

   (1) 資本準備金  － 896  － 

     資本剰余金合計  － － 896 1.4  － －

３．利益剰余金    

    (1) 利益準備金  － 87  － 

   (2) その他利益剰余金    

別途積立金  － 2,600  － 

     繰越利益剰余金  － △7,033  － 

   利益剰余金合計  － － △4,346 △6.8  － －

  ４．自己株式  － － △11 △0.0  － －

株主資本合計  － － 8,852 13.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

  １．その他有価証券評価差額金  － － 933 1.4  － －

  評価・換算差額等合計  － － 933 1.4  － －

  純資産合計  － － 9,785 15.3  － －

  負債純資産合計  － － 63,755 100.0  － －
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【訂正前】 

 

(2) 中間損益計算書  

   

前中間会計期間 

自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

 

当中間会計期間 

自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

自 平成17年４月 １日 

至 平成18年３月31日 

区  分 
注記 

番号 
金 額(百万円) 

百分比

(％)
金 額(百万円) 

百分比 

(％) 
金 額(百万円) 

百分比

(％)

           

Ⅰ 売上高  2,253 100.0 1,847 100.0  4,498 100.0

Ⅱ 売上原価  1,110 49.3 1,049 56.8  2,325 51.7

   売上総利益  1,143 50.7 798 43.2  2,172 48.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  530 23.5 557 30.2  1,052 23.4

    営業利益  612 27.2 240 13.0  1,119 24.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 39 1.7 31 1.7  97 2.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 480 21.3 478 25.9  850 18.9

    経常利益又は経常損失(△)  172 7.6 △11.2  366 8.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 9,741 432.3

△206

50 2.7  10,823 240.6

Ⅶ 特別損失 ※４ 10,343 459.0 5,863 317.3  10,862 241.4

税引前当期純利益 
又は中間純損失(△)  △429 △19.1 △6,019 △325.8  327 7.3

法人税、住民税及び事業税  2,575 1  530 

法人税等調整額  △2,412 162 7.2 － 1 0.0 30 560 12.5

中間(当期)純損失  591 △26.3 6,020 △325.8  232 △5.2

前期繰越利益  40 －   40

中間(当期)未処理損失  551 －   192
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【訂正後】 

 

(2) 中間損益計算書  

   

前中間会計期間 

自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

 

当中間会計期間 

自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

自 平成17年４月 １日 

至 平成18年３月31日 

区  分 
注記 

番号 
金 額(百万円) 

百分比

(％)
金 額(百万円) 

百分比 

(％) 
金 額(百万円) 

百分比

(％)

           

Ⅰ 売上高  2,253 100.0 1,847 100.0  4,498 100.0

Ⅱ 売上原価  1,110 49.3 1,049 56.8  2,325 51.7

   売上総利益  1,143 50.7 798 43.2  2,172 48.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  530 23.5 557 30.2  1,052 23.4

    営業利益  612 27.2 240 13.0  1,119 24.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 39 1.7 31 1.7  97 2.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 480 21.3 478 25.9  850 18.9

    経常利益又は経常損失(△)  172 7.6 △11.2  366 8.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 9,741 432.3

△206

50 2.7  10,823 240.6

Ⅶ 特別損失 ※４ 10,485 465.3 5,151 278.8  11,521 256.1

税引前中間(当期)純損失  571 △25.4 5,307 △287.3  331 △7.4

法人税、住民税及び事業税  2,575 1  530 

法人税等調整額  △2,412 162 7.2 － 1 0.0 30 560 12.4

中間(当期)純損失  733 △32.6 5,308 △287.3  891 △19.8

前期繰越損失  638 －   638

中間(当期)未処理損失  1,372 －   1,530
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【訂正前】 

 

(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資 本

準備金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金 別 途

積立金

繰越利益

剰 余 金

利 益 

剰余金 

合 計 

自己株式
株主資本

合  計

平成18年３月31日 残高 

(百万円)
12,313 896 896 69 2,600 △192 2,476 △10 15,676

中間会計期間中の変動額   

利益準備金の積立て(注)  18 △18 － －

剰余金の配当(注)  △175 △175 △175

中間純損失  △6,020 △6,020 △6,020

自己株式の取得   △0 △0

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
  

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
－ － － 18 － △6,214 △6,196 △0 △6,197

平成18年９月30日 残高 

(百万円)
12,313 896 896 87 2,600 △6,407 △3,720 △11 9,478

 

評価・換算差額等 

 
そ の 他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

(百万円)
1,328 1,328 17,004

中間会計期間中の変動額 

利益準備金の積立て(注) －

剰余金の配当(注) △175

中間純損失 △6,020

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
△395 △395 △395

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△395 △395 △6,592

平成18年９月30日 残高 

(百万円)
933 933 10,411

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分の項目であります。 
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【訂正後】 

 

 (3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資 本

準備金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金 別 途

積立金

繰越利益

剰 余 金

利 益 

剰余金 

合 計 

自己株式
株主資本

合  計

平成18年３月31日 残高 

(百万円)
12,313 896 896 69 2,600 △1,530 1,138 △10 14,338

中間会計期間中の変動額   

利益準備金の積立て(注)  18 △18 － －

剰余金の配当(注)  △175 △175 △175

中間純損失  △5,308 △5,308 △5,308

自己株式の取得   △0 △0

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
  

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
－ － － 18 － △5,502 △5,484 △0 △5,485

平成18年９月30日 残高 

(百万円)
12,313 896 896 87 2,600 △7,033 △4,346 △11 8,852

 

評価・換算差額等 

 
そ の 他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

(百万円)
1,328 1,328 15,666

中間会計期間中の変動額 

利益準備金の積立て(注) －

剰余金の配当(注) △175

中間純損失 △5,308

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
△395 △395 △395

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△395 △395 △5,880

平成18年９月30日 残高 

(百万円)
933 933 9,785

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分の項目であります。 
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【訂正前】 

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前中間会計期間 

自平成17年４月 １日 

至平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自平成18年４月 １日 

至平成18年９月30日 

前事業年度 

自平成17年４月 １日 

至平成18年３月31日 

 ―――――   当社は、当中間会計期間において中間純損失

6,020 百万円および連結中間純損失3,680 百万円

を計上したことにより純資産および連結純資産

がそれぞれ同額減少しております。また、連結営

業損失851百万円を計上したことにより連結営業

損失が３期（決算期および中間期ごとに１期とす

る。）連続することになります。この結果、シン

ジケ－トロ－ン契約（平成18年９月30日現在残

高 3,025 百万円）、およびコミットメントライン

契約（平成18年９月30日現在実行額900百万円）

の財務制限条項に抵触する事実が発生しており

ます。 

当該条項に抵触した場合、関係金融機関の当社に

対する通知により、契約上すべての債務について

期限の利益を失い、直ちに債務を返済することに

なります。 

当該状況により、関係金融機関の対応によっては

当社の継続企業の前提に関し重要な疑義が存在

しております。 

当社は当下期以降、営業費の削減に加え、有利子

負債の圧縮により金利コストの削減を図り、売上

の伸びがなくとも利益確保できるよう、損益改善

を図ります。 

また、取引先を含めた関係金融機関等と交渉を進

めており、今後の資金調達の目処が立っておりま

す。 

中間財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を中間財務

諸表には反映しておりません。 

 ―――――   
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【訂正後】 

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前中間会計期間 

自平成17年４月 １日 

至平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自平成18年４月 １日 

至平成18年９月30日 

前事業年度 

自平成17年４月 １日 

至平成18年３月31日 

 ―――――   当社は、当中間会計期間において中間純損失5,308

百万円および連結中間純損失 2,947 百万円を計上

したことにより純資産および連結純資産がそれぞ

れ同額減少しております。この結果、シンジケート

ローン契約（平成18年9月30日現在残高3,025百

万円）、およびコミットメントライン契約（平成18

年9月30日現在実行額900百万円）の財務制限条

項に抵触する事実が発生しております。 

当該条項に抵触した場合、関係金融機関の当社に対

する通知により、契約上のすべての債務について期

限の利益を失い、直ちに債務を返済することになり

ます。 

当該状況により、関係金融機関の対応によっては当

社の継続企業の前提に関し重要な疑義が存在して

おりましたが、新たな資金調達に加え平成 19 年 3

月に当社所有の有形固定資産を売却し、この手許資

金で上記財務制限条項付債務を完済しております。

ただし、当該固定資産を売却したことにより、担保

提供が可能な資産が減少しており、会社グループ内

事業会社の経営改善計画が今後大幅に達成されない

場合には、借換えを含む新たな資金調達に支障をき

たす可能性があり、引き続き継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を解消するため当社グループの構

造改革を織り込んだ経営改善計画を策定しており

ます。 

① 新車販売の収益力向上 

法人から個人のお客様への販売比率を増やす

ため、都心部の拠店は統廃合して郊外の拠店

に再配置し、抜本的な活動コストの見直しを

行います。 

② リース収入の拡大 

中小法人をメインターゲットとして、新車リ

ースはもとより、メンテナンス受託商品の開

発・販売を軸に、中古車、保険等の提案にも

注力いたします。 

③ 中古車販売の収益力向上 

小売事業に特化し、大規模展示場における回

転率の向上を図り、大幅な収益効率の向上を

めざします。また、卸売り事業については、

一部アウトソーシング化を進め、営業費の圧

縮を図ります。 

④ 車検入庫の拡大 

ノーブランド・短時間車検、価格の透明性を

掲げ、車検に特化した店舗・フランチャイズ

店の拡充を視野に入れた事業の展開により、

収益の拡大を図って参ります。 

資金調達面においては、平成19年4月23日に関係

金融機関とコミットメントライン契約（総貸付極度

額60億円、契約期間平成19年4月23日から平成

20年4月18日）を締結するなどにより、資金調達

の目処は立っております。当該コミットメントライ

ン契約には、財務制限条項が付されており、平成

20年3月期中間決算発表時において、通期予想の連

結営業損益が黒字を達成できない場合には、当該条

項に抵触することとなっておりますが、経営改善計

画の達成により回避できるものと考えております。

当社は、当社グループが策定した経営改善計画を確

実に遂行することにより、継続企業の前提に関する

重要な疑義は解消できるものと判断しております。

中間財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表

に反映しておりません。 

 ―――――   
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【訂正前】 

 

会計処理の変更 

前中間会計期間 

    自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日 

前事業年度 

自 平成17年４月 １日 

至 平成18年３月31日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成 14 年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

これにより税金等調整前中間純利益

が 1,824 百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表規則に基づき

当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

――――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会  平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会  平成15年10月31日  

企業会計基準適用指針第６号)を適用して

おります。 

これにより税引前当期純利益が 1,824 百

万円減少しております。 

なお、今回の減損物件については、平成

18年３月31日現在全て売却済みでありま

す。 

 

 

 

――――― 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号  平成 17

年 12 月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用

しております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は 10,411 百万円であります。

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――――― 
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【訂正後】 

 

会計処理の変更 

前中間会計期間 

    自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日 

前事業年度 

自 平成17年４月 １日 

至 平成18年３月31日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成 14 年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

これにより税金等調整前中間純利益

が 1,824 百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表規則に基づき

当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

――――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会  平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会  平成15年10月31日  

企業会計基準適用指針第６号)を適用して

おります。 

これにより税引前当期純利益が 1,824 百

万円減少しております。 

なお、今回の減損物件については、平成

18年３月31日現在全て売却済みでありま

す。 

 

 

 

――――― 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号  平成 17

年 12 月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用

しております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は 9,785 百万円であります。

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――――― 

 

 

 



- 19 - 

 

注記事項 

 

【訂正前】 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日 

前事業年度 

自 平成17年４月 １日 

至 平成18年３月31日 

※１ 営業外収益のうち主要な項目 

     受取利息                  6百万円 

     受取配当金               27百万円 

※１ 営業外収益のうち主要な項目 

     受取利息                  7百万円 

     受取配当金               21百万円 

※１ 営業外収益のうち主要な項目 

     受取利息                 12百万円 

     受取配当金               72百万円 

※２ 営業外費用のうち主要な項目 

     支払利息                445百万円 

※２ 営業外費用のうち主要な項目 

     支払利息                378百万円 

※２ 営業外費用のうち主要な項目 

     支払利息                774百万円 

※３ 特別利益のうち主要な項目 

     固定資産売却益        9,695百万円 

※３ 特別利益のうち主要な項目 

     貸倒引当金戻入益         42百万円 

※３ 特別利益のうち主要な項目 

     投資有価証券売却益    1,029百万円 

     固定資産売却益        9,724百万円 

※４ 特別損失のうち主要な項目 

     関係会社整理損失 

引当金繰入額       4,160百万円 

     貸倒引当金繰入額       950百万円 

     固定資産除却・売却損  3,408百万円 

     減損損失              1,824百万円 

※４ 特別損失のうち主要な項目 

     投資評価引当金 

繰入額          2,887百万円 

     貸倒引当金繰入額      1,396百万円 

     減損損失              1,534百万円 

※４ 特別損失のうち主要な項目 

関係会社整理損      4,160百万円 

     貸倒引当金繰入額      1,314百万円 

     固定資産除却・売却損  3,526百万円 

     減損損失              1,824百万円 

  ５ 減価償却実施額 

     有形固定資産            532百万円 

     無形固定資産             27百万円 

５ 減価償却実施額 

     有形固定資産            492百万円 

     無形固定資産             34百万円 

  ５ 減価償却実施額 

     有形固定資産          1,109百万円 

     無形固定資産             59百万円 

  ６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下

の資産グル－プについて減損損失を計

上しております 

場所 主な用途 種類 
減損損失 

(百万円) 

東京都 

(江東区) 
店 舗 

土地及び

建物等 
1,803 

長野県 

(安曇野市） 
遊休資産 土地 21 

 

当社は、管理会計上の区分に従い、主

として店舗ごとに資産グル－プ化を行

っております。 

継続的な地価の下落により、資産性が

著しく低下した上記の２物件の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(1,824 百万円)として

特別損失に計上しました。 

なお、当該店舗は平成17年９月30日

に売買契約を締結し、平成18年３月末

日に物件引渡しを行う予定のため、実

際の売却価額を正味売却額としており

ます。その内訳は、土地(1,512百万円)、

建物等(291百万円)であります。また、

遊休資産については、固定資産税評価

額により評価しております。 

  ６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下

の資産グル－プについて減損損失を計

上しております 

場所 主な用途 種類 
減損損失

(百万円)

東京都

(世田谷区)
店 舗 土地 1,534

 

当社は、管理会計上の区分に従い、主

として店舗ごとに資産グル－プ化を行

っております。 

組織変更に伴い資産グル－プを見直し

た結果、資産性が著しく低下した上記

物件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（1,534百

万円）として特別損失に計上しました。

なお、当資産グル－プの回収可能性価

額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュフロ－を 3.57％で割り引

いて算定しております。 

  ６ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資

産グル－プについて減損損失を計上し

ております 

場所 主な用途 種類 
減損損失

(百万円)

東京都

(江東区)
店 舗 

土地及び 

建物等 
1,803

長野県

(安曇野市） 
遊休資産 土地 21

 

当社は、管理会計上の区分に従い、主

として店舗ごとに資産グル－プ化を行

っております。 

継続的な地価の下落により、資産性が

著しく低下した上記の２物件の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(1,824 百万円)として

特別損失に計上しました。 

なお、当該店舗は平成17年９月30日

に売買契約を締結し、平成18年３月末

日に物件引渡しを行ったため、実際の

売却価額を正味売却額としておりま

す。その内訳は、土地(1,512百万円)、

建物等(291百万円)であります。また、

遊休資産については、固定資産税評価

額により評価しております。 
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【訂正後】 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

自 平成17年４月 １日 

至 平成17年９月30日 

当中間会計期間 

自 平成18年４月 １日 

至 平成18年９月30日 

前事業年度 

自 平成17年４月 １日 

至 平成18年３月31日 

※１ 営業外収益のうち主要な項目 

     受取利息                  6百万円 

     受取配当金               27百万円 

※１ 営業外収益のうち主要な項目 

     受取利息                  7百万円 

     受取配当金               21百万円 

※１ 営業外収益のうち主要な項目 

     受取利息                 12百万円 

     受取配当金               72百万円 

※２ 営業外費用のうち主要な項目 

     支払利息                445百万円 

※２ 営業外費用のうち主要な項目 

     支払利息                378百万円 

※２ 営業外費用のうち主要な項目 

     支払利息                774百万円 

※３ 特別利益のうち主要な項目 

     固定資産売却益        9,695百万円 

※３ 特別利益のうち主要な項目 

     貸倒引当金戻入益         42百万円 

※３ 特別利益のうち主要な項目 

     投資有価証券売却益    1,029百万円 

     固定資産売却益        9,724百万円 

※４ 特別損失のうち主要な項目 

     関係会社整理損失 

引当金繰入額       4,160百万円 

     貸倒引当金繰入額      1,092百万円 

     固定資産除却・売却損  3,408百万円 

     減損損失              1,824百万円 

※４ 特別損失のうち主要な項目 

     投資評価引当金 

繰入額          2,887百万円 

     貸倒引当金繰入額       684百万円 

     減損損失              1,534百万円 

※４ 特別損失のうち主要な項目 

関係会社整理損      4,160百万円 

     貸倒引当金繰入額      1,973百万円 

     固定資産除却・売却損  3,526百万円 

     減損損失              1,824百万円 

  ５ 減価償却実施額 

     有形固定資産            532百万円 

     無形固定資産             27百万円 

５ 減価償却実施額 

     有形固定資産            492百万円 

     無形固定資産             34百万円 

  ５ 減価償却実施額 

     有形固定資産          1,109百万円 

     無形固定資産             59百万円 

  ６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下

の資産グル－プについて減損損失を計

上しております 

場所 主な用途 種類 
減損損失 

(百万円) 

東京都 

(江東区) 
店 舗 

土地及び

建物等 
1,803 

長野県 

(安曇野市） 
遊休資産 土地 21 

 

当社は、管理会計上の区分に従い、主

として店舗ごとに資産グル－プ化を行

っております。 

継続的な地価の下落により、資産性が

著しく低下した上記の２物件の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(1,824 百万円)として

特別損失に計上しました。 

なお、当該店舗は平成17年９月30日

に売買契約を締結し、平成18年３月末

日に物件引渡しを行う予定のため、実

際の売却価額を正味売却額としており

ます。その内訳は、土地(1,512百万円)、

建物等(291百万円)であります。また、

遊休資産については、固定資産税評価

額により評価しております。 

  ６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下

の資産グル－プについて減損損失を計

上しております 

場所 主な用途 種類 
減損損失

(百万円)

東京都

(世田谷区)
店 舗 土地 1,534

 

当社は、管理会計上の区分に従い、主

として店舗ごとに資産グル－プ化を行

っております。 

組織変更に伴い資産グル－プを見直し

た結果、資産性が著しく低下した上記

物件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（1,534百

万円）として特別損失に計上しました。

なお、当資産グル－プの回収可能性価

額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュフロ－を 3.57％で割り引

いて算定しております。 

  ６ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資

産グル－プについて減損損失を計上し

ております 

場所 主な用途 種類 
減損損失

(百万円)

東京都

(江東区)
店 舗 

土地及び 

建物等 
1,803

長野県

(安曇野市） 
遊休資産 土地 21

 

当社は、管理会計上の区分に従い、主

として店舗ごとに資産グル－プ化を行

っております。 

継続的な地価の下落により、資産性が

著しく低下した上記の２物件の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(1,824 百万円)として

特別損失に計上しました。 

なお、当該店舗は平成17年９月30日

に売買契約を締結し、平成18年３月末

日に物件引渡しを行ったため、実際の

売却価額を正味売却額としておりま

す。その内訳は、土地(1,512百万円)、

建物等(291百万円)であります。また、

遊休資産については、固定資産税評価

額により評価しております。 

 

 


