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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 43,639 ― △757 ― △1,010 ― △2,138 ―

20年3月期第2四半期 51,562 △6.6 △602 ― △1,292 ― 305 ―

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2四半期 △32.11 ―

20年3月期第2四半期 6.96 ―

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2四半期 56,176 11,685 19.5 164.85
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2四半期  10,977百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 93,000 △10.5 400 △31.4 0 ― △1,400 ― △21.02

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ページからの【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ページからの【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2四半期 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2四半期 41,696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2四半期 66,595,061株 20年3月期第2四半期 43,943,439株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱、原油・穀物等原材料価格の高

騰に伴う物価上昇等の影響から、国内景気の減速傾向が鮮明となってまいりました。当社グループの属す

る自動車関連業界におきましても、新車の買い控えが継続し、登録車の全体需要が前年同期比2.9％減と

３年連続で前年実績を下回る厳しい状況となりました。特に、当第２四半期会計期間においては前年同期

比4.2％減となるなど、需要が低迷いたしました。 

このような状況のもと、当社グループの中核事業会社である東京日産自動車販売㈱では、買い換え需要

が見込まれた第２四半期会計期間の低迷が大きく影響し、また、本年４月に大口法人の基盤移管を実施し

たこともあり、同社の新車販売台数は前年同期比28.1％減となった結果、グループ全体の新車販売台数は

大幅に減少し、前年同期比27.4％減となりました。 

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

でまいりましたが、上述の影響をカバーするまでには至らず、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上

高は43,639百万円、営業損益は757百万円の損失、経常損益は1,010百万円の損失となりました。また、自

立支援優遇措置実施に伴う特別退職金及び固定資産除売却損等の特別損失を1,037百万円計上したことも

あり、四半期純損益は2,138百万円の損失となりました。 

  

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。 

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

業は堅調に推移いたしましたが、新車・中古車の販売台数が大幅に減少した結果、売上高は37,951百万

円、営業損益は487百万円の損失となりました。 

不動産関連事業につきましては、ほぼ満室に近い入居率で推移した結果、売上高は233百万円、営業

利益は72百万円となりました。 

情報システム関連事業につきましては、新規顧客の獲得と既存顧客の取引拡大を目指した活動の結

果、ハードウエアの売上高が大きく伸長し、売上高は3,848百万円、営業利益は141百万円となりまし

た。 

その他の事業は、主に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、就

労スタッフの増加に重点を置いた活動を展開いたしましたが微増に止まりました。また、自動車教習所

事業においては少子化による入校者数が減少した結果、売上高は1,606百万円、営業損益は62百万円の

損失となりました。 

  

【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

(1) 自動車関連事業

(2) 不動産関連事業

(3) 情報システム関連事業

(4) その他の事業
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は56,176百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,806百万円

減少しております。これは、主に現金及び預金が1,924百万円減少したことに加え、車両販売台数の減

少に伴い、受取手形及び売掛金が5,273百万円、商品が1,426百万円それぞれ減少したことによるもので

あります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は44,491百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,358百万円減

少しております。これは、主に長短借入金が1,405百万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伴い、支払手形及び買掛金が8,947百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は11,685百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,448百万円

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2,138百万円減少し

たことによるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年８

月29日付「自立支援優遇措置及び平成21年３月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表いた

しました平成21年３月期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、平成20

年10月24日に公表いたしました「業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

  
  

該当事項はありません。 

① 簡便な会計処理 

1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して

おります。 

2) 棚卸資産の評価方法 

当第２四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。 

3) 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

4) 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。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資 産

(2) 負 債

(3) 純資産

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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
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② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

1) 税金費用の計算 

在外子会社の税金費用の計算については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

金等調整前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

① 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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。 

③ 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適

用し、連結決算上必要な調整を行っております。 

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。 

  

(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
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,349 4,274

受取手形及び売掛金 7,662 12,935

商品 3,884 5,310

仕掛品 67 84

貯蔵品 21 24

その他 2,075 3,171

貸倒引当金 △51 △89

流動資産合計 16,008 25,710

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 7,376 7,630

土地 23,503 23,514

その他（純額） 3,293 3,902

有形固定資産合計 34,173 35,048

無形固定資産 628 712

投資その他の資産

投資有価証券 2,293 2,410

長期貸付金 1,003 1,003

その他 2,127 2,168

関係会社投資等損失引当金 － △15

貸倒引当金 △56 △55

投資その他の資産合計 5,366 5,512

固定資産合計 40,168 41,272

資産合計 56,176 66,983

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,016 21,963

短期借入金 7,113 5,581

1年内返済予定の長期借入金 2,559 3,327

1年内償還予定の社債 380 680

未払法人税等 155 167

賞与引当金 680 636

その他 3,264 3,486

流動負債合計 27,169 35,843
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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)

固定負債

社債 600 790

長期借入金 11,341 10,699

繰延税金負債 443 468

退職給付引当金 4,237 4,386

役員退職慰労引当金 45 42

長期預り金 653 592

その他 0 26

固定負債合計 17,321 17,006

負債合計 44,491 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 △5,040 △2,901

自己株式 △11 △11

株主資本合計 11,049 13,188

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △199 △11

為替換算調整勘定 127 251

評価・換算差額等合計 △72 240

少数株主持分 707 704

純資産合計 11,685 14,133

負債純資産合計 56,176 66,983
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 43,639

売上原価 34,529

売上総利益 9,109

販売費及び一般管理費 9,867

営業損失（△） △757

営業外収益

受取利息 19

受取配当金 29

持分法による投資利益 62

雑収入 83

営業外収益合計 193

営業外費用

支払割賦手数料 50

支払利息 262

雑損失 134

営業外費用合計 447

経常損失（△） △1,010

特別利益

固定資産売却益 2

貸倒引当金戻入額 36

特別利益合計 38

特別損失

固定資産除売却損 734

関係会社整理損 13

投資有価証券評価損 0

特別退職金 252

その他 36

特別損失合計 1,037

税金等調整前四半期純損失（△） △2,009

法人税、住民税及び事業税 108

法人税等調整額 △14

法人税等合計 94

少数株主利益 34

四半期純損失（△） △2,138
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９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２四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

してまいりましたが、国内景気の減速傾向が鮮明になってきたことによる全需低迷の影響から、７月

～９月の実績は販売台数、利益ともに大幅な計画未達となり、当第２四半期連結累計期間の実績は

757百万円の営業損失及び1,010百万円の経常損失となりました。 

このような状況の中、資金調達面において、取引金融機関との間で締結したコミットメントライン

契約に財務制限条項が付されており、平成21年３月期の業績において連結ベースで営業黒字を計上で

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ます。 

当該状況により、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、引き続き中期経営計画(TR-10)の実行に取り組んでお

り、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さらに加速して確実に実行し、全需

の動向に左右されることなく、安定した収益を計上できる体質への改善を実現することにより、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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(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 

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４

月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

37,951 233 3,848 1,606 43,639 － 43,639

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

4 － 231 278 513 (513) －

計 37,955 233 4,079 1,884 44,153 (513) 43,639

営業利益又は営業損失(△) △ 487 72 141 △ 62 △ 336 (421) △ 757

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】

【海外売上高】

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 
  

「参考資料」

(1) 前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

区分 金 額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 51,562 100.0

Ⅱ 売上原価 39,705 77.0

   売上総利益 11,856 23.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 12,459 24.2

   営業損失 602 △1.2

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 6

 ２．受取配当金 38

 ３．債務整理益 13

 ４．その他 83 141 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １．支払割賦手数料 37

 ２．支払利息 604

 ３．その他 190 831 1.6

   経常損失 1,292 △2.5

Ⅵ 特別利益

 １．固定資産売却益 1,743

 ２．関係会社株式売却益 995

 ３．その他 0 2,739 5.3

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産除却・売却損 394

 ２．投資有価証券評価損 359

 ３．その他 90 844 1.6

  税金等調整前中間純利益 603 1.2

  法人税、住民税及び事業税 300

  法人税等調整額 △3 296 0.6

  少数株主利益   1 0.0

  中間純利益 305 0.6
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前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当社グループは、当中間連結会計期間において602百万円の営業損失、1,292百万円の経常損失を計

上しております。 

当社グループは、損失計上が続く状況を解消するために昨年度より、自動車関連事業に経営資源を

集中し、拡大を目指す内容の経営改善計画に取り組んでまいりました。 

しかしながら、自動車販売の市況がさらに厳しい状況となる中、拡販中心の計画に対しては充分な

実績をあげることができませんでした。 

当社グループ内事業会社の経営改善計画が今後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もあり、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。 

このような状況を解消するために、当社グループの財政状況、収益力を抜本的に見直し、新たな現

状認識に立った３ヶ年の中期経営改善計画(TR-10)を以下の通り策定し、真のグループ再生に向けた

取り組みを下期よりスタートしております。 

 ① コア事業(東京日産)ビジネスモデルの再構築 

コア事業が不採算事業を支える形を改め、不採算事業への投資を抑制し、コア事業の利益 大化

を目指します。 

また、利益管理を強化し、新車、サービスの収益力の向上を図ります。 

さらに、新車の下取車を直接市場価格で外部に販売することで中古車の利益をコア事業に取り込

みます。 

以上により、国内需要の縮小に伴う売上台数の減少による収益減少を吸収できるビジネスモデル

を構築してまいります。 

 ② 中古車事業の再編 

中古車事業の子会社について、上記コア事業のビジネスモデル再構築に伴い、過大となる店舗の

閉鎖、中古車事業子会社の事業統合による管理部門人員の削減を実施し、営業費の削減を図って

まいります。 

また、規模に合わせて在庫を適正規模に圧縮するとともに、在庫管理の厳正化を推進してまいり

ます。 

 ③ グループ全体の組織再編 

グループ全体を６グループに再編し、グループごとのワンオペレーション化を進め、各事業会社

の内部統制の強化、意思決定プロセスの迅速化につながる体制を整えてまいります。 

また、これにより営業費の削減につなげてまいります。 

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、当中間時点で通年営業黒字を

達成できない場合に当該条項に抵触することとなっておりましたが、当中間時点では財務制限条項に

抵触する事実はありません。 

当社グループは、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。 

中間連結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連

結財務諸表には反映しておりません。 

  

(2) 継続企業の前提に関する注記
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前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(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 

 
３．営業費費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は847百万円であり、その主なも

のは、当社の人事、総務、経理等の管理部門に係る費用であります。 

４．ホテル事業を展開しておりましたT.N.グループハワイ会社は、平成19年６月29日付で株式を譲渡しておりま

すが、当中間連結会計期間の連結財務諸表には、従来通り平成19年１月から６月までの損益を反映しており

ます。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

  

(3) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

 (1) 外部顧客に対する売上高 45,602 276 3,321 753 1,609 51,562 － 51,562

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

16 － 274 － 472 762 (762) －

計 45,618 276 3,595 753 2,081 52,325 (762) 51,562

 営業費用 45,867 253 3,465 613 2,080 52,280 (115) 52,164

 営業利益又は営業損失(△) △249 22 130 139 1 44 (647) △602

自動車関連事業 自動車・同部用品販売並びに修理、自動車リース等

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

ホテル事業 ホテル業

その他の事業 自動車教習所等

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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