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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 61,029 ― △1,651 ― △2,038 ― △3,338 ―

20年3月期第3四半期 73,221 △11.1 △999 ― △1,885 ― △525 ―

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3四半期 △50.13 ―

20年3月期第3四半期 △11.95 ―

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3四半期 53,692 10,049 17.4 140.39
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3四半期  9,348百万円 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  有  
 

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 84,000 △19.2 △1,400 ― △1,800 ― △3,400 ― △51.06

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3四半期 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3四半期 42,469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3四半期 66,594,343株 20年3月期第3四半期 43,943,006株
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【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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機が株価の大幅下落、雇用情勢

の悪化などへ波及し、企業の設備投資や個人消費が急速に低迷する厳しい状況となりました。また、

先行きも不透明であり、不況が長期化の様相を呈しております。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顕著になり、登録車の全体需要が前年同期比9.0％減となりました。

特に、第３四半期会計期間の需要が前年同期比21.1％減と急速に悪化しており、需要回復の兆しが見

えない状況が続いております。 

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㈱においても、今

までにない販売台数の低迷となり、４月に実施した大口法人の基盤移管による影響（13.5％減）もあ

り、同社の新車販売台数は前年同期比22.0％減となりました。この結果、グループ全体の新車販売台

数も前年同期比20.9％減と大幅な減少となりました。 

当社グループは中期経営計画（TR-10）に基づく、収益力の向上及び営業費の削減の取り組みをさら

に強化し、人件費を含めた営業費の削減に取り組んでまいりましたが、販売台数の減少を補完するに

は至らず、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は61,029百万円、営業損益は1,651百万円の損

失、経常損益は2,038百万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1,455百万円計上したこともあり、四半期純損益は3,338百万円の損

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。 

(1) 自動車関連事業 

自動車関連事業につきましては、整備・車検等サービス事業は前年並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53,144百万円、営業損益は1,265百万円の損

失となりました。 

(2) 不動産関連事業 

不動産関連事業につきましては、ほぼ満室に近い入居率で推移した結果、売上高は356百万円、営

業利益は119百万円となりました。 

(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、競合先との激しい競争状態によるＩＴ商品の低価格化が

進み、さらに下半期からの経済状況の悪化に伴い企業の情報システムに対する投資意欲が急激に減

退する中、売上高は5,162百万円、営業利益は142百万円となりました。 

(4) その他の事業 

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。人材派遣業につきましては、

新規登録者数の確保に重点を置き活動をしてまいりましたが、短期派遣の増加及び継続的な派遣契

約の取りやめ等により売上高は伸張せず、さらに自動車教習所事業においては少子化による入校者

数の減少が続いた結果、売上高は2,366百万円、営業損益は99百万円の損失となりました。 
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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３四半期連結会計期間末の総資産は53,692百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,290百

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受取手形及び

売掛金が7,772百万円、商品が580百万円、車両運搬具の売却及び減価償却費の計上等により有形固

定資産が1,285百万円、有価証券の売却及び評価差額金の計上により投資有価証券が785百万円、貸

付金の回収により長期貸付金が1,002百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

(2) 負 債 

当第３四半期連結会計期間末の負債は43,642百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,206百万円

減少しております。これは、主に長短借入金が5,581百万円増加しましたが、仕入債務の支払及び車

両仕入台数の減少により支払手形及び買掛金が12,526百万円、社債の償還により長短社債が490百万

円、自立支援優遇措置実施に伴う退職金の支払等により退職給付引当金が508百万円それぞれ減少し

たことによるものであります。 

(3) 純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は10,049百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,084百万

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より利益剰余金が3,293百万円、

投資有価証券の時価評価によりその他有価証券評価差額金が587百万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 

第３四半期連結会計期間における業績の進捗及び今後の全体需要の動向を勘案し、業績予想の見直

しを行った結果、平成20年10月24日付「業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」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、本日公表いたしました「平成21年３月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

 

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 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３四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３四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。 
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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 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３四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。 

(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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,668 4,274

受取手形及び売掛金 5,163 12,935

商品 4,729 5,310

仕掛品 68 84

貯蔵品 22 24

その他 1,476 3,171

貸倒引当金 △45 △89

流動資産合計 16,082 25,710

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,277 7,630

土地 23,878 23,514

その他（純額） 2,605 3,902

有形固定資産合計 33,762 35,048

無形固定資産 704 712

投資その他の資産   

投資有価証券 1,624 2,410

その他 1,576 3,172

関係会社投資等損失引当金 － △15

貸倒引当金 △58 △55

投資その他の資産合計 3,142 5,512

固定資産合計 37,609 41,272

資産合計 53,692 66,983

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,436 21,963

短期借入金 11,468 5,581

1年内返済予定の長期借入金 2,340 3,327

1年内償還予定の社債 380 680

未払法人税等 68 167

賞与引当金 263 636

その他 2,695 3,486

流動負債合計 26,652 35,843
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 11,380 10,699

繰延税金負債 435 468

退職給付引当金 3,877 4,386

役員退職慰労引当金 47 42

長期預り金 648 592

その他 0 26

固定負債合計 16,990 17,006

負債合計 43,642 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 △6,195 △2,901

自己株式 △12 △11

株主資本合計 9,894 13,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △599 △11

為替換算調整勘定 53 251

評価・換算差額等合計 △545 240

少数株主持分 700 704

純資産合計 10,049 14,133

負債純資産合計 53,692 66,983
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 61,029

売上原価 48,317

売上総利益 12,711

販売費及び一般管理費 14,363

営業損失（△） △1,651

営業外収益  

受取利息 27

受取配当金 32

持分法による投資利益 156

雑収入 89

営業外収益合計 305

営業外費用  

支払割賦手数料 68

支払利息 404

雑損失 218

営業外費用合計 692

経常損失（△） △2,038

特別利益  

固定資産売却益 6

投資有価証券売却益 233

貸倒引当金戻入額 54

特別利益合計 294

特別損失  

固定資産除売却損 980

関係会社整理損 174

投資有価証券評価損 0

特別退職金 260

その他 39

特別損失合計 1,455

税金等調整前四半期純損失（△） △3,199

法人税、住民税及び事業税 99

法人税等調整額 5

法人税等合計 105

少数株主利益 33

四半期純損失（△） △3,338
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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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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３四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、世界的な金融危機が株価の大幅下落、雇用情勢の悪化などへ波及し、企

業の設備投資や個人消費が急速に低迷したことによる全体需要低迷の影響から、10月～12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３四半期連結累計期間の実績は1,651百万

円の営業損失及び2,038百万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

イン契約には財務制限条項が付されており、平成21年３月期の最終業績によっては、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。 

当社グループは急激な需要の低迷に対応するため、現在、平成22年３月期から平成24年３月期

にかけた中期経営計画を策定中であります。この中期経営計画は、店舗の統廃合及び人件費の削

減を含めた営業費の大幅削減を柱としており、この計画の実行により全体需要の動向に左右され

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で、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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

自 動 車 

関連事業 

(百万円) 

不 動 産

関連事業

(百万円)

情報システ

ム関連事業

(百万円)

そ の 他

の 事 業

(百万円)

 

計 

(百万円) 

消  去 

又は全社 

(百万円) 

 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に 
対する売上高 

53,144 356 5,162 2,366 61,029 － 61,029

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5 － 317 392 715 (715) －

計 53,149 356 5,479 2,758 61,744 (715) 61,029

営業利益又は営業損失(△) △1,265 119 142 △99 △1,102 (549) △1,651

(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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成20

年４月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 

前年同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 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日) 科 目 

金 額(百万円) 

Ⅰ 売上高 73,221 

Ⅱ 売上原価 56,386 

売上総利益 16,834 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 17,833 

営業損失 999 

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 22 

２ 受取配当金 38 

３ 持分法による投資利益 18 

４ その他 51 

営業外収益合計 130 

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払割賦手数料 55 

２ 支払利息 762 

３ その他 198 

営業外費用合計 1,016 

経常損失 1,885 

Ⅵ 特別利益  

１ 固定資産売却益 1,744 

２ 関係会社株式売却益 995 

３ その他 3 

特別利益合計 2,743 

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産除却・売却損 600 

２ 投資有価証券評価損 359 

３ その他 136 

特別損失合計 1,096 

税金等調整前四半期純損失 237 

税金費用 289 

少数株主損失 2 

四半期純損失 525 
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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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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    

(1)外部顧客に 

対する売上高 
64,896 560 4,599 753 2,411 73,221 － 73,221

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
16 － 417 － 651 1,084 (1,084) －

計 64,912 560 5,016 753 3,063 74,306 (1,084) 73,221

営業費用 65,371 461 4,885 613 3,096 74,429 (  208) 74,220

営業利益又は営業損失(△) △458 99 131 139 △33 △123 (  876) △999
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