
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社東日カーライフグループ 上場取引所 東 

コード番号 8291 URL http://www.tn-carlife.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 永安 省三

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 大吉 一雄 TEL 03-5496-5203

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 21,185 ― △804 ― △895 ― △1,259 ―

20年3月期第1四半期 24,778 △5.3 △586 ― △980 ― 684 ―

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

21年3月期第1四半期 △18.91 ―

20年3月期第1四半期 15.58 ―

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

21年3月期第1四半期 60,017 12,720 20.1 180.80
20年3月期 66,983 14,133 20.0 201.65

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  12,040百万円 20年3月期  13,429百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 46,000 ― 150 ― △150 ― △200 ― △3.00

通期 96,000 △7.6 1,000 71.4 500 ― 200 65.8 3.00

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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ます。実際の業績は、様々な要  
因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針  
第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 66,635,063株 20年3月期 66,635,063株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 40,077株 20年3月期 38,129株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 66,595,610株 20年3月期第1四半期 43,943,675株

－ 1 －



㈱東日カーライフグループ(8291)平成21年3月期 第1四半期決算短信

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速や金融市場の

混乱、原油・穀物等原材料価格の高騰に伴う物価上昇等の影響を受け、景気の減速傾向が一層強まり、先行

き不透明な状況で推移いたしました。当社グループの属する自動車関連業界におきましても、国内の自動車

販売は、軽自動車を含む全体需要が前年同期比で1.9％減となるなど厳しい状況となりました。

このような状況のもと、当社グループは、中核事業会社である東京日産自動車販売㈱において大口法人向

けの販売を日産自動車㈱のフリート戦略に基づき移管したため、同社の新車販売台数は前年同期比16.3％減

となった結果、輸入車を含めた当社グループ全体の新車販売台数は前年同期比15.5％減となりました。これ

らの情勢のなか、当社グループは引き続き中期経営計画(TR-10)に基づき、収益力の向上及び営業費の削減に

取り組んでまいりました。

以上の結果、第１四半期は当社グループの主力である自動車関連事業の需要が低調な時期であり、また、

中期経営計画(TR-10)に基づく中古車事業の店舗数削減及び事業会社の再編等により減収・減益となりま

した。

当第１四半期連結会計期間の業績は、連結売上高は21,185百万円(前年同期比3,592百万円減、14.5％減)、

連結営業損益は804百万円の損失(前年同期比218百万円の損失増)、連結経常損益は895百万円の損失(前年同

期比84百万円の損失減)、連結四半期純損益につきましては、固定資産除売却損等の特別損失を362百万円計

上したこともあり、1,259百万円の損失(前年同期比1,944百万円減)となりましたが、ほぼ計画通りに推移し

ております。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

(1) 自動車関連事業

自動車関連事業につきましては、車検入庫台数は前年同期を上回っており、整備・車検等サービス事業

は堅調に推移し、また、継続して実施している収益力改善の取り組みにより１台当たりの販売収益及びサ

ービス利益率は向上いたしました。しかしながら、新車販売台数は原油価格の高騰等の影響を受け全体需

要が低迷しており、売上高は18,302百万円(前年同期比3,707百万円減、16.8％減)、営業損益は638百万円

の損失(前年同期比207百万円の損失増)となりました。

(2) 不動産関連事業

不動産関連事業につきましては、連結子会社でありました㈱東京リアルエステートを平成20年２月15日

付で株式譲渡したこともあり、売上高は110百万円(前年同期比15百万円減、12.1％減)となりましたが、営

業利益は35百万円(前年同期比33百万円増)となりました。

(3) 情報システム関連事業

情報システム関連事業につきましては、活動の中心を収益力のあるサービスビジネスにシフトしてまい

りましたが、当第１四半期はハードウエアビジネスの売上が先行した結果、売上高は1,979百万円(前年同

期比509百万円増、34.7％増)、営業利益につきましては40百万円(前年同期比3百万円減、8.9％減)となり

ました。

(4) その他の事業

その他の事業につきましては、人材派遣業及び自動車教習所事業であります。人材派遣業におきまして

は、新規派遣先の獲得を積極的に展開いたしましたが微増に止まり、また、自動車教習所事業において少

子化の影響から入校者が大幅に減少した結果、売上高は793百万円(前年同期比15百万円減、1.9％減)、営

業損益は53百万円の損失(前年同期比38百万円の損失増)となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資 産

当第１四半期連結会計期間末の総資産は60,017百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,965百万円減少

しております。これは、主に売上債権の回収及び車両販売台数の減少により売掛金が5,453百万円減少した

ことによるものであります。

(2) 負 債

当第１四半期連結会計期間末の負債は47,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,553百万円減少し

ております。これは、主に長短借入金が3,667百万円増加いたしましたが、仕入債務の支払及び車両仕入台

数の減少により買掛金が8,984百万円減少したことによるものであります。

(3) 純資産

当第１四半期連結会計期間末の純資産は12,720百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,412百万円減少

しております。これは、主に四半期純損失を計上したことに伴い利益剰余金が1,259百万円減少したことに

よるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

前述のとおり、第１四半期は当社グループの主力である自動車関連事業の需要が低調な時期であり、また、

原油価格の高騰等により厳しい情勢ではありますが、引き続き中期経営計画(TR-10)に基づき、収益力の向上

及び営業費の削減に取り組んでまいります。

上記事由も含め現時点におきましては、ほぼ計画通りに推移しており、平成20年５月15日に公表いたしま

した業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の業

績は、今後、様々な要因により大きく異なる可能性がありますので、何らかの変化がある場合には適切に開

示してまいります。

４．その他

(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法によっております。

② 法人税等の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)に変更しております。

なお、この変更による損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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５．【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 4,550 4,274

受取手形及び売掛金 7,534 12,935

商品 5,536 5,310

仕掛品 81 84

貯蔵品 22 24

その他 2,018 3,171

貸倒引当金 △48 △89

流動資産合計 19,696 25,710

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 7,497 7,630

土地 23,497 23,514

その他（純額） 2,976 3,902

有形固定資産合計 33,971 35,048

無形固定資産 686 712

投資その他の資産

投資有価証券 2,604 2,410

長期貸付金 1,003 1,003

その他 2,108 2,168

関係会社投資等損失引当金 － △15

貸倒引当金 △53 △55

投資その他の資産合計 5,662 5,512

固定資産合計 40,320 41,272

資産合計 60,017 66,983
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部 

流動負債

支払手形及び買掛金 13,043 21,963

短期借入金 8,677 5,581

1年内返済予定の長期借入金 2,709 3,327

1年内償還予定の社債 680 680

未払法人税等 52 167

賞与引当金 344 636

その他 3,547 3,486

流動負債合計 29,055 35,843

固定負債

社債 790 790

長期借入金 11,889 10,699

繰延税金負債  485 468

退職給付引当金 4,413 4,386

役員退職慰労引当金 43 42

長期預り金 592 592

その他 26 26

固定負債合計 18,241 17,006

負債合計 47,296 52,849

純資産の部

株主資本

資本金 13,752 13,752

資本剰余金 2,350 2,350

利益剰余金 △4,161 △2,901

自己株式 △11 △11

株主資本合計 11,928 13,188

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 66 △11

為替換算調整勘定 44 251

評価・換算差額等合計 111 240

少数株主持分 680 704

純資産合計 12,720 14,133

負債純資産合計 60,017 66,983
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日)

売上高  21,185

売上原価 16,975

売上総利益 4,209

販売費及び一般管理費 5,014

営業損失（△） △804

営業外収益

受取利息 11

受取配当金 8

持分法による投資利益 40

雑収入 60

営業外収益合計 121

営業外費用

支払割賦手数料 32

支払利息 128

雑損失 51

営業外費用合計 212

経常損失（△） △895

特別利益

固定資産売却益 1

貸倒引当金戻入額 44

特別利益合計 45

特別損失

固定資産除売却損 340

関係会社整理損 13

その他 8

特別損失合計 362

税金等調整前四半期純損失（△） △1,212

法人税、住民税及び事業税 25

法人税等調整額 14

法人税等合計 39

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △1,259

決算短信 2008年08月07日 14時55分 04451xe06_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 6 －



㈱東日カーライフグループ(8291)平成21年3月期 第1四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当社グループは、平成19年３月期において278百万円の営業損失及び1,734百万円の経常損失を計上し、

前連結会計年度においては中期経営計画(TR-10)の実行により大幅に改善し583百万円の営業利益を計上し

たものの、経常損益は552百万円の損失となりました。

当第１四半期連結会計期間におきましても引き続き中期経営計画(TR-10)に沿った取り組みを実施し、実

績はほぼ計画どおりに推移いたしましたが、第１四半期は当社グループの主力である自動車販売の需要が

低調な時期であるため、804百万円の営業損失及び895百万円の経常損失となりました。

資金調達面におきましては、平成20年４月15日に関係金融機関との間で締結したコミットメントライン

契約(貸付極度額60億円、契約期間平成20年４月15日から平成20年10月20日)に付されていた財務制限条項

(平成20年３月期決算発表時に公表する平成21年３月期通期連結業績予想が営業黒字であること)はクリア

しておりますが、安定して収益計上ができる体質へのより一層の改善が必要であり、当該状況が実現でき

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、当社グループには継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。

当社グループは、当該状況を改善するため、中期経営計画(TR-10)に沿って、コアビジネスへの集中、コ

スト削減、ノンコア事業の整理を進めてきた結果、実績につきましてはほぼ計画どおりに推移しており、

当該中期経営計画(TR-10)を引き続き確実に実行していくことにより、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確信しております。

四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。
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(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

自 動 車
関連事業

不 動 産
関連事業

情報シス
テム関連
事 業

その他
の事業

計
消    去
又は全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

　売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 18,302 110 1,979 793 21,185 － 21,185

 (2) セグメント間の内部
　  売上高又は振替高

1 － 114 140 257 (257) －

計 18,304 110 2,094 934 21,442 (257) 21,185

　営業利益又は営業損失(△) △638 35 40 △53 △616 (187) △804

(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．事業区分

自動車関連事業 自動車・同部用品販売並びに修理等

不動産関連事業 不動産の賃貸等

情報システム関連事業 情報システム関連機器の販売及び導入

その他の事業 人材派遣業・自動車教習所等

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) (要約) 前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

金 額(百万円)

Ⅰ 売上高 24,778

Ⅱ 売上原価 19,220

　 売上総利益 5,557

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,143

　 営業損失 586

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 6

　２ 受取配当金 14

　３ その他 29

　 営業外収益合計 49

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払割賦手数料 20

　２ 支払利息 281

　３ その他 141

　 営業外費用合計 443

　 経常損失 980

Ⅵ 特別利益

　１ 固定資産売却益 1,798

　２ 関係会社株式売却益 895

　 特別利益合計 2,694

Ⅶ 特別損失

　１ 固定資産売却損 237

　２ その他 6

　 特別損失合計 243

　 税金等調整前四半期純利益 1,470

　 税金費用 769

　 少数株主利益 16

　 四半期純利益 684
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(2) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

自 動 車
関連事業

不 動 産
関連事業

情報シス
テム関連
事    業

ホテル
事  業

その他
の事業

計
消    去
又は全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高及び営業損益

　売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 22,010 125 1,469 364 809 24,778 － 24,778

 (2) セグメント間の内部
     売上高又は振替高

8 － 124 － 230 363 (363) －

計 22,018 125 1,594 364 1,039 25,141 (363) 24,778

　営業費用 22,449 122 1,549 292 1,054 25,469 (105) 25,364

　営業利益又は営業損失(△) △431 2 44 71 △15 △328 (257) △586
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