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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 80,820 △22.2 △1,582 ― △2,150 ― △1,297 ―

20年3月期 103,906 △9.1 583 ― △552 ― 120 △49.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △19.49 ― △10.5 △3.6 △2.0

20年3月期 2.54 ― 1.0 △0.6 0.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  156百万円 20年3月期  29百万円

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 53,595 12,054 21.2 170.64
20年3月期 66,983 14,133 20.0 201.65

（参考） 自己資本  21年3月期  11,363百万円 20年3月期  13,429百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △1,372 2,187 55 5,110
20年3月期 1,822 △5,001 △1,883 4,272

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

35,000 △19.8 △100 ― △500 ― △600 ― △9.01

通期 73,000 △9.7 800 ― 100 ― △200 ― △3.00
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項」及び26ページ「（7）連結財務諸表作
成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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 43,271株 20年3月期 38,129株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 3,706 △6.3 403 ― △103 ― △1,333 ―

20年3月期 3,958 △4.9 15 △97.0 △744 ― △566 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △20.02 ―

20年3月期 △11.93 ―

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

21年3月期 41,457 12,658 30.5 190.09
20年3月期 46,761 14,336 30.7 215.28

（参考） 自己資本 21年3月期  12,658百万円 20年3月期  14,336百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（1）経営成績の分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、サブプライムローンに端を発した米国経済の減速や金融市

場の混乱が世界的金融危機に発展し、実体経済の急速な悪化を引き起こす深刻化した状況となりました。

当社グループの属する自動車関連業界においても、株価の大幅下落、雇用情勢の悪化などにより、企業

の設備投資や個人消費の急速な低迷から登録車の全体需要が前年同期比 15.6％減となるなど、自動車の

需要が急速に悪化した厳しい市況となりました。 

このような状況の中、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、昨年４月に実施した大口法人の基盤移管による影響（前年同期比 13.8％

減）を除く販売台数は前年同期比で全体需要並の 15.3％減（大口法人の基盤移管を加えた販売台数は

29.1％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 27.8％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）に基づいた営業費削減の取り組みをさらに強化し、前年同期

比で約 45 億円の削減を実行いたしましたが、需要低迷の影響を補完するまでに至らず、当連結会計年度

の売上高は 80,820 百万円（前連結会計年度比 23,085 百万円減、22.2％減）、営業損益は 1,582 百万円

の損失（前連結会計年度は 583 百万円の営業利益）、経常損益は 2,150 百万円の損失（前連結会計年度

比 1,597 百万円の損失増）となりました。また、固定資産売却益等の特別利益を 3,007 百万円計上して

おりますが、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 2,029 百万

円計上したこともあり、当期純損益は 1,297 百万円の損失（前連結会計年度は 120 百万円の当期純利益）

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、自動車販売の急速な需要減少を補うべく、整備・車検等サービス

事業へ注力した取り組みを展開してまいりましたが、獲得競争が一段と激化し、サービス事業の実績

はほぼ前年並みに止まりました。営業費の削減も併せて実施してまいりましたが、新車・中古車の販

売台数の大幅減少による影響が大きく、売上高は 70,349 百万円（前連結会計年度比 21,974 百万円減、

23.8％減）、営業損益は 1,168 百万円の損失（前連結会計年度は 978 百万円の営業利益）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 482 百万円（前連結会計年度比 293 百万円減、37.8％減）、

営業利益は 167 百万円（前連結会計年度比 92 百万円減、35.5％減）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、新規顧客の獲得と既存顧客の取引拡大による受注高の確保

及びサービスビジネスの拡大を目指した営業活動を展開し、利益確保を図ってまいりました結果、売

上高は 6,879 百万円（前連結会計年度比 127 百万円増、1.9％増）と微増したものの、価格競争の激化

により営業利益は 256 百万円（前連結会計年度比 29 百万円減、10.4％減）と減少いたしました。 
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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、契約満了後の継続契約の取りやめ等

により減収となりました。また、自動車教習所事業においては少子化により入校者数が減少した結果、

売上高は 3,110 百万円（前連結会計年度比 192 百万円減、5.8％減）、営業損益は 80 百万円の損失（前

連結会計年度は 4百万円の営業利益）となりました。 

 

なお、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

式譲渡しております。 

 

【販売実績】 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 事業の種類別セグメントの名称 

販売台数（台） 金額（百万円） 前連結会計年度比（％）

自動車関連事業    

 新 車 16,709 36,190 74.5 

 中古車 20,386 13,386 81.4 

 その他 － 20,772 76.0 

計 － 70,349 76.2 

不動産関連事業 － 482 62.2 

情報システム関連事業 － 6,879 101.9 

その他の事業 － 3,110 94.2 

合計 － 80,820 77.8 

 

（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、平成 20 年度後半からの景気の低迷、雇用の不安定化などの状況は改善

の兆しが明確ではなく、企業の設備投資や個人消費に関する意欲は低迷を続ける事が予測され、新車、中

古車ともに国内需要の低迷が長引くものと予想されます。 

当社グループはこのような情勢に対処するため、平成 19 年に策定した３ヶ年の中期経営計画（TR-10）

の見直しを行い、平成 21年度を初年度とする新たな３ヶ年の中期経営計画（新 TR-10）を策定致しまし

た。 

自動車関連事業では店舗ネットワークの見直しを行い、求められるサービスを効率よくお客様にお届

けできる体制を整え、整備や車検の獲得に注力し、お客様の保有期間の長期化に対応した収益構造を強

化してまいります。 

不動産関連事業につきましては不動産市況、金融状況ともに回復の方向性が明らかになりませんが、

店舗ネットワークの見直しによる遊休設備は車検事業など成長分野への転用を行いながら、市況の見極

めを行い、収益の最大化を図ってまいります。 

情報システム関連事業につきましては、ハードの販売事業から、運用サポートなどのサービス事業に

軸足を移し、企業の設備投資意欲の消長によらず安定的な収益を確保できる体制への移行を進めます。 

次期（平成 22 年３月期）の通期連結業績見通しは、売上高 73,000 百万円、営業利益 800 百万円、経

常利益 100 百万円、当期純損失 200 百万円を予想しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

(イ) 資産 

当連結会計年度末における総資産は 53,595 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 13,387 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 6,650 百万円、商品が 1,859 百万円、土地・建物及び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 4,334 百万円減少したことによるものであります。 

(ロ) 負債 

当連結会計年度末における負債は 41,541 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 11,308 百万円

減少しております。これは、主に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 10,205 百万円、社債の償還により長短社債が 680 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 517 百万円減少したことによるものであります。 

(ハ) 純資産 

当連結会計年度末における純資産は 12,054 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,078 百万円

減少しております。これは、主に当期純損失を計上したことにより利益剰余金が 1,253 百万円、株

価の下落及び円高により評価・換算差額等が 812 百万円減少したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、5,110 百万円（前連結

会計年度末比 837 百万円増）となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果支出した資金は 1,372 百万円（前連結会計年度は 1,822 百万円の収入）でありま

す。これは、主に減価償却費が 1,871 百万円、売上債権の減少が 6,617 百万円及びたな卸資産の減

少が 2,772 百万円、税金等調整前当期純損失が 1,172 百万円、固定資産除売却益が 1,672 百万円及

び仕入債務の減少が 9,524 百万円であります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は 2,187 百万円（前連結会計年度は 5,001 百万円の支出）でありま

す。これは、主に有形固定資産の取得による支出が 5,951 百万円、有形固定資産の売却による収入

が6,703百万円、投資有価証券の売却による収入が632百万円及び貸付金の回収による収入が1,003

百万円であります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は 55 百万円（前連結会計年度は 1,883 百万円の支出）であります。

これは、主に社債の償還による支出が 680 百万円、長短借入金の返済・収入の差引による収入増が

766 百万円であります。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を行うことを経営の重要課題のひとつと認識し、成長性を確保する

ための内部留保にも考慮しながら、安定的な配当を行うことを基本方針としております。 

なお、当期の期末配当につきましては、損失を計上する結果となったことから無配を予定しておりま

す。また、次期につきましても非常に厳しい経営環境が予想されるため、無配を予定しておりますが、

早期に復配が可能となるよう業績回復をめざし努力してまいります。 
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(4) 事業等のリスク 

平成 20 年６月 25 日提出の有価証券報告書における記載から、その存在の可能性を新たに認識したリ

スクに、以下のようなものがあります。 

なお、当社グループは、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避するための努力を継続してまいりま

す。 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものでありま

す。 

① 需要動向について 

金融危機に端を発した世界的不況は、自動車業界を直撃し、各国の自動車産業は減産や大規模なリ

ストラを余儀なくされました。この影響は我が国の自動車業界にもおよび、法人、個人を問わない買

い控えに加え、若年層の車離れなどを要因とする構造的不況が相乗効果となり需要の回復が見込めな

くなった場合、当社グループの収益に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 資金調達について 

資金調達の金利は、市場環境の変化等の要因で変動いたしますので、将来の金利変動によっては当

社グループの資金調達コストが増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループでは、自動車関連事業が主な収益源であり、自動車の販売が中心となっております。

景気動向による法人の設備投資の縮小、少子化による運転免許取得人口の減少等の要因により継続し

ている需要の低迷は、自動車販売に大きな影響を及ぼしております。 

このような状況での販売台数減に伴う収益減により、金融機関からの資金調達に様々な制約が加え

られる可能性があります。 

 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高 80,820 百万円、営業損益 1,582 百万円の損失、経常

損益 2,150 百万円の損失となりました。 

全体需要が大きく低迷する厳しい市場環境の中、損失の計上が継続した場合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。 

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

たな中期経営計画を策定いたしました。 

この中期経営計画は、店舗ネットワークの再構築と人件費の削減による営業費の大幅削減を柱として

おります。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が計上できる体質

への改善を実現することで当該事象が解消できるものと確信しております。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社 16 社（非連結子会社１社含む）、関連会社１社及びその他の関係会社２社によ

り構成されており、自動車及び部用品の販売、自動車整備その他自動車関連サービスを主な事業内容とし、さら

に不動産関連事業、情報システム関連事業、その他の事業活動についても幅広く展開しております。 

当社グループの主な事業内容及び事業に係る位置づけ並びに事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりで

あります。 

（関係会社の状況） 

事業区分 主な事業内容 主要な会社 

持株会社 ・グループ全体の統括・運営 

不動産関連事業 ・不動産の賃貸等 

国内
当 社 

（計１社） 

国内

東京日産自動車販売㈱ 

㈱ジャガー東京 

㈱エース・オートサービス 

㈱車検館 

エース保険サービス㈱  

その他３社 

（計８社） 自動車関連事業 

・自動車及び部用品の販売 

 

・自動車整備 

海外

Ｔ.Ｎ.Ｃ.オートモーティブ会社 

（パン･パシフィック･ニッサン･リッチモンド会社及び 

パン･パシフィック･ニッサン･サーレー会社の持株会社） 

パン・パシフィック・ニッサン・リッチモンド会社 

パン・パシフィック・ニッサン・サーレー会社 

カナダ国（計３社） 

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 国内

東京日産コンピュータシステム㈱ 

（計１社） 

その他の事業 
・自動車教習所 

・人材派遣業 
国内

東京日産ドライビングカレッジ㈱ 

㈱エーススタッフ 

㈱キャリアセンター 

（計３社） 

非連結子会社 国内
葵交通㈱ 

（計１社） 

関連会社 国内
恵豊自動車交通㈱(持分法非適用) 

（計１社） 

その他の関係会社 国内

日産自動車㈱ 

日産ネットワークホールディングス㈱ 

（計２社） 

(注) １．連結子会社でありました協立自動車㈱は、平成20年４月１日付で㈱エース・オートサービスに吸収合併しております。 

２．連結子会社でありました㈱東日フリートは、平成20年４月30日付で解散しております。 

３．連結子会社でありました㈱東日カーライフマネジメントは、平成20年11月25日付で解散しております。 

４．新たにカナダ国に設立したパン・パシフィック・ニッサン・サーレー会社を連結の範囲に含めております。 

なお、リッチモンド日産会社はパン・パシフィック・ニッサン・リッチモンド会社に社名変更しております。 

５．持分法適用関連会社でありました㈱エース・オートリースは、株式を売却し当社の所有割合が５％となったことに伴い、

持分法適用の範囲から除外しております。 
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事業の系統図は次のとおりであります。 

（事業系統図） 

 

  

(注) ◎：連結子会社  ○：非連結子会社  ●：関連会社 
 

・販売会社 

◎ 東京日産自動車販売㈱ 

◎ ㈱ジャガー東京 

◎ Ｔ.Ｎ.Ｃ.オートモーティブ会社（カナダ国）※下記２社の持株会社 

  → ◎ パン・パシフィック・ニッサン・リッチモンド会社 

  → ◎ パン・パシフィック・ニッサン・サーレー会社 

 

・その他自動車関連 

◎ ㈱エース・オートサービス 
◎ ㈱車検館 

◎ エース保険サービス㈱ 

◎ その他３社 

車両等の仕入 

日産ネットワークホールディングス㈱ 日産自動車㈱ 

その他の関係会社 （計２社） 

自動車関連事業 （計11社） 

◎ 東京日産コンピュータシステム㈱ 

情報システム関連事業 （計１社） 

不 動 産 

関連事業 

㈱
東
日
カ
ー
ラ
イ
フ
グ
ル
ー
プ
（
持
株
会
社
） 

その他の事業 （計５社） 

◎ 東京日産ドライビングカレッジ㈱ 

◎ ㈱エーススタッフ 

◎ ㈱キャリアセンター 

○ 葵交通㈱ 

● 恵豊自動車交通㈱ 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループでは、一貫した能力開発と円滑なコミュニケーションを通じ、社員一人ひとりが誇りと

自信を持てる企業風土を維持向上することによって、全てのお客さまに対し、トータルカーライフを通

じて感動レベルのお客さま満足をご提供してまいります。この様な方針に基づいた営業活動を徹底して

いくことにより、お客さまとの永続的なパートナーシップを築き、東日カーライフグループとしてより

多くのお取引の中から、お客さまの満足とそれに伴った安定した収益構造の構築を目指すとともに、社

会的責任を安定的に果たせる企業グループとなるため、全社一丸となって邁進してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

新たな３ヶ年の中期経営計画（新 TR-10）の最終年度の経営指標として、連結売上高営業利益率 2.2％、

連結売上高経常利益率 1.2％を目標といたします。この達成に向け、固定費を中心にした営業費削減に

よる収益改善と、売上債権や棚卸資産の回転率向上による資金効率の改善に注力してまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは自動車関連事業をコア事業とし、新車・中古車の販売、車検等の車両整備事業、保険

代理店業が主な収益源となっております。 

自動車関連事業を取り巻く環境は、実体経済の急速な悪化による企業の設備投資や個人消費の急速な

低迷から需要が急激に減退しており、環境対応車の投入による回復の期待はあるものの、車両保有の長

期化や少子化に伴う運転免許取得者の減少等、厳しい市場環境が今後も継続し、収益機会は車両販売で

のフロー収益だけでなく、メンテナンスサービスを中心としたストック収益の比重が増加していくもの

と予想されます。 

このような状況の下、当社グループは中期経営計画（新 TR-10）に基づき、構造改革に取り組んでま

いります。 

① 顧客深耕による取引機会の拡大 

お客さまへの「おもてなし」の機会を拡大し、幅広いカーライフ商品でお取引いただく機会をもつ

ことで、収益の拡大を目指します。 

 

② 低迷する需要にあわせた固定費の削減 

店舗ネットワークの再構築を東京エリアの日産系販売会社全体で取り組み、効率的な店舗ネットワ

ークの実現を図ります。また、当社及び東京日産自動車販売㈱の本社機構の再編により本社の効率化・

スリム化を図ります。 

これらにより固定費の削減を実現し、収益の確保を目指します。 

 

 

㈱東日カーライフグループ(8291)　平成21年3月期　決算短信

－ 9 －



 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、コア事業であるディーラー事業への回帰を促進することに加え、大きな事業環境の

変化に対応できるスリムで筋肉質な企業グループへの構造改革を目指すため、以下の方針に沿ったグル

ープ運営を強化してまいります。 

・固定費を需要に見合った水準までスリム化する 

・成長分野への資源配分 

これらの方針の下、当社グループは、事業環境の変化に対応し、需要に見合った固定費を実現すると

同時に、スリム化する過程において従業員のモチベーションとお客さま満足のレベルを落とすことなく

向上させていくことが課題であると考え、以下の方策で改革に取り組んでまいります。 

① 本社機構のスリム化 

コア事業である東京日産自動車販売㈱へバックオフィス機能を兼任させることで効率化を図ります。

事業会社へのバックオフィス機能は東京日産自動車販売㈱が受託することとし、当社はグループ全体

の戦略策定、ガバナンス、コンプライアンス、ＩＲなどの純粋な持株会社機能を果たす体制といたし

ます。 

また、販社固有の本社機能の中でも、集約によりコスト削減が見込まれる業務については、日産自

動車グループの地域統括会社へ移管を行い、更なる本社の合理化を実現してまいります。 

 

② 店舗ネットワークの再編 

地価水準の高い東京エリアでは、設備費の圧縮が固定費削減の大きなポイントとなります。このた

め、都内日産系販社のネットワークの合理化の推進を、地域統括会社である中央日産主導による販社

横断のプロジェクトにおいて実現してまいります。単独の販社内での店舗統廃合はお客さまの利便性

を損なう可能性があり、売り上げの減少が懸念されますが、今回は隣接する他の日産系販社と立地や

店舗設備、規模等を総合的に判断し、同一商圏の中で販社の枠を越えてネットワークの見直しを行い、

これらの課題に対処してまいります。 
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４.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,274 5,610

受取手形及び売掛金 12,935 6,285

たな卸資産 5,419 －

商品 － 3,450

仕掛品 － 75

貯蔵品 － 24

その他 3,171 3,139

貸倒引当金 △89 △39

流動資産合計 25,710 18,546

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,010 7,429

機械装置及び運搬具（純額） 2,994 1,441

リース資産（純額） 61 46

土地 23,514 21,470

建設仮勘定 6 1

その他（純額） 461 323

有形固定資産合計 35,048 30,713

無形固定資産 712 650

投資その他の資産   

投資有価証券 2,410 1,490

長期貸付金 1,003 37

その他 2,168 2,259

関係会社投資等損失引当金 △15 －

貸倒引当金 △55 △101

投資その他の資産合計 5,512 3,685

固定資産合計 41,272 35,048

資産合計 66,983 53,595
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,963 11,757

短期借入金 5,581 6,924

1年内返済予定の長期借入金 3,327 5,122

1年内償還予定の社債 680 240

未払法人税等 167 169

賞与引当金 636 459

その他 3,486 3,201

流動負債合計 35,843 27,874

固定負債   

社債 790 550

長期借入金 10,699 8,105

繰延税金負債 468 433

退職給付引当金 4,386 3,868

役員退職慰労引当金 42 49

長期預り金 592 648

その他 26 10

固定負債合計 17,006 13,666

負債合計 52,849 41,541

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 △2,901 △4,154

自己株式 △11 △12

株主資本合計 13,188 11,935

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11 △379

為替換算調整勘定 251 △192

評価・換算差額等合計 240 △571

少数株主持分 704 691

純資産合計 14,133 12,054

負債純資産合計 66,983 53,595
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 103,906 80,820

売上原価 80,038 63,641

売上総利益 23,867 17,178

販売費及び一般管理費 23,284 18,761

営業利益又は営業損失（△） 583 △1,582

営業外収益   

受取利息 34 28

受取配当金 72 69

持分法による投資利益 29 156

雑収入 92 112

営業外収益合計 228 368

営業外費用   

支払割賦手数料 76 80

支払利息 904 565

支払手数料 － 95

株式交付費 113 －

雑損失 270 194

営業外費用合計 1,364 936

経常損失（△） △552 △2,150

特別利益   

固定資産売却益 1,749 2,725

関係会社株式売却益 1,029 －

投資有価証券売却益 － 233

貸倒引当金戻入額 － 48

その他 3 －

特別利益合計 2,782 3,007

特別損失   

固定資産除売却損 941 1,086

減損損失 637 30

関係会社整理損 70 176

投資有価証券評価損 359 378

特別退職金 － 260

貸倒引当金繰入額 － 37

その他 142 59

特別損失合計 2,152 2,029

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

77 △1,172

法人税、住民税及び事業税 258 151

法人税等調整額 △22 △41

法人税等合計 235 110

少数株主利益又は少数株主損失（△） △278 15

当期純利益又は当期純損失（△） 120 △1,297
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,313 13,752

当期変動額   

新株の発行 1,438 －

当期変動額合計 1,438 －

当期末残高 13,752 13,752

資本剰余金   

前期末残高 911 2,350

当期変動額   

新株の発行 1,438 －

当期変動額合計 1,438 －

当期末残高 2,350 2,350

利益剰余金   

前期末残高 △3,804 △2,901

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 120 △1,297

持分法の適用範囲の変動 － 44

連結範囲の変動 781 0

当期変動額合計 902 △1,253

当期末残高 △2,901 △4,154

自己株式   

前期末残高 △11 △11

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △11 △12

株主資本合計   

前期末残高 9,409 13,188

当期変動額   

新株の発行 2,877 －

当期純利益又は当期純損失（△） 120 △1,297

自己株式の取得 △0 △0

持分法の適用範囲の変動 － 44

連結範囲の変動 781 0

当期変動額合計 3,779 △1,253

当期末残高 13,188 11,935
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 666 △11

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △677 △368

当期変動額合計 △677 △368

当期末残高 △11 △379

為替換算調整勘定   

前期末残高 253 251

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △443

当期変動額合計 △2 △443

当期末残高 251 △192

評価・換算差額等合計   

前期末残高 920 240

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △679 △812

当期変動額合計 △679 △812

当期末残高 240 △571

少数株主持分   

前期末残高 1,039 704

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △335 △13

当期変動額合計 △335 △13

当期末残高 704 691

純資産合計   

前期末残高 11,368 14,133

当期変動額   

新株の発行 2,877 －

当期純利益又は当期純損失（△） 120 △1,297

自己株式の取得 △0 △0

持分法の適用範囲の変動 － 44

連結範囲の変動 781 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,015 △825

当期変動額合計 2,764 △2,078

当期末残高 14,133 12,054
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

77 △1,172

減価償却費 6,250 1,871

貸倒引当金の増減額（△は減少） △120 △4

関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少） 15 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △133 △171

退職給付引当金の増減額（△は減少） △149 △517

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 7

受取利息及び受取配当金 △107 △98

支払利息 904 565

持分法による投資損益（△は益） △29 △156

固定資産除売却損益（△は益） － △1,672

有形固定資産売却益 △1,749 －

固定資産除売却損 900 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 145

投資有価証券等評価損・売却損 359 －

関係会社整理損 55 176

減損損失 637 30

関係会社株式売却損益（△は益） △1,029 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,206 6,617

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,023 2,772

仕入債務の増減額（△は減少） 4,456 △9,524

未払消費税等の増減額（△は減少） △449 292

その他 △1,201 72

小計 4,465 △783

利息及び配当金の受取額 98 129

利息の支払額 △941 △567

法人税等の支払額 △1,800 △151

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,822 △1,372

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1 －

定期預金の払戻による収入 － 1

有形固定資産の取得による支出 － △5,951

有形固定資産（リース資産除く）の取得による支
出

△8,791 －

有形固定資産の売却による収入 － 6,703

有形固定資産（リース資産除く）の売却による収
入

5,978 －

リース資産の取得による支出 △5,037 －

リース資産の売却による収入 2,009 －

投資有価証券の取得による支出 △3 △39

投資有価証券の売却による収入 21 632

関係会社株式の売却による収入 1,209 －

貸付けによる支出 － △37

貸付金の回収による収入 3 1,003

その他 △388 △124

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,001 2,187
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 10,256 1,482

長期借入れによる収入 1,000 3,150

長期借入金の返済による支出 △13,755 △3,866

社債の償還による支出 △380 △680

リース債権譲渡支払債務の増加による収入 3,601 －

リース債権譲渡支払債務の返済による支出 △6,853 －

株式の発行による収入 4,277 －

配当金の支払額 △0 △1

少数株主への配当金の支払額 △29 △29

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,883 55

現金及び現金同等物に係る換算差額 17 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,044 842

現金及び現金同等物の期首残高 9,859 4,272

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △541 △4

現金及び現金同等物の期末残高 4,272 5,110

㈱東日カーライフグループ(8291)　平成21年3月期　決算短信

－ 17 －



 

(5) 継続企業の前提に関する注記 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当社グループは、前連結会計年度において278百万円の営業

損失、1,734百万円の経常損失を計上し、当中間連結会計期

間においても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、損失計上が継続する状況を解消できない場

合に、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。 

このような状況を解消するため、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

中期経営計画（TR-10）を昨年10月に策定し、収益力向上を

図るため、コアビジネスへの集中、コスト削減、ノンコア事

業の整理等を中心としたグループ改革に取り組み、ほぼ計画

通りに推移してまいりました。また、財務体質の強化のため、

昨年９月のリース事業の非連結化及び、本年２月の日産ネッ

トワークホールディングス株式会社を割当先とした第三者

割当増資の実施により、資本の増強と借入金の圧縮を実行い

たしました。これにより「TR-10」の目標である有利子負債

200億円の達成に向け、確実に前進いたしました。その結果、

当連結会計年度において収益力の向上により営業利益583百

万円となりました。また、経常損益につきましては552百万

円の損失となりましたが、前年同期比で1,181百万円の大幅

改善となりました。 

当社グループは引き続き「TR-10」に沿って収益力の強化に

取り組んでまいります。具体的な取り組みは次の通りです。

――――― 

①コア事業（東京日産）ビジネスモデル再構築 

東京日産自動車販売㈱では、個人のお客さまを中心とした

マーケットに経営資源を集中して、より地域に密着した営

業活動を通じてお客さまとの永続的なパートナーシップ

を築き、カーライフ全般にわたってお客さま満足を提供し

てまいります。 

店舗の運営は、少人数でのチームワークを基本とし、ロー

コストで効率的な運営を推進します。また、グループの事

業再編の過程で一部取り込んだ中古車販売により、収益力

を拡大してまいります。なお、大口法人向けの販売につい

ては、平成20年４月に抜本的な見直しを行い、日産自動車

のフリート戦略に集約いたしました。 

 

②中古車事業の収益構造改善 

中古車事業については小売店舗・買取店舗の店舗数を減ら

し、コストの削減を進めてまいりました。東京日産での下

取車の販売の他、カーネット車楽によるノーブランドの仕

入販売のバランスをとりながら商品ミックスの検討を行

い、グループ全体の中古車事業の収益構造の改善を進めて

まいります。 

 

資金調達面においては、平成20年４月15日に関係金融機関と

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）の締結などにより資

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において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

該条項には抵触しておりません。 

中期経営計画が順調に推移しており改善の途上であること

から、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。 

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連結財務諸表には反映しており

ません。 
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社  17社 

主要な連結子会社の名称 

「２．企業集団の状況」に記載して

いるため省略しております。 

㈱エース・オートリースは、第三者

割当増資の実施により平成19年９月

12日付で持分法適用の関連会社に変

更となっております。 

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たため、

連結子会社から除外しております。 

㈱カーセブン東京は、平成20年１月14

日付で解散しております。 

㈱東京リアルエステートは、平成20

年２月15日付で株式を譲渡したため、

連結子会社から除外しております。 

(1) 連結子会社  15社 

主要な連結子会社の名称 

「２．企業集団の状況」に記載して

いるため省略しております。 

協立自動車㈱は平成20年４月１日付

で㈱エース・オートサービスに吸収

合併したことに伴い連結の範囲から

除外しております。 

㈱東日フリートは平成20年４月30日

付、㈱東日カーライフマネジメント

は平成20年11月25日付でそれぞれ解

散したことに伴い、連結の範囲から

除外しております。 

新たにカナダ国に設立したパン・パ

シフィック・ニッサン・サーレー会

社を連結の範囲に含めております。

 (2) 非連結子会社 

非連結子会社である葵交通㈱は、小

規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていない

ため連結の範囲から除外しておりま

す。 

(2) 非連結子会社 

同  左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

該当ありません。 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

同  左 

 (2) 持分法適用の関連会社 

㈱エース・オートリース 

(2) 持分法適用の関連会社 

該当ありません。 

㈱エース・オートリースは、株式を

売却し当社の所有割合が５％となっ

たことに伴い、持分法の範囲から除

外しております。 

 (3) 持分法を適用していない非連結子会

社１社（葵交通㈱）及び関連会社１

社（恵豊自動車交通㈱）は、それぞ

れ当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の

適用から除外しております。 

(3) 持分法を適用していない非連結子会

社及び関連会社 

同  左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、Ｔ.Ｎ.Ｃ.オートモー

ティブ会社及びリッチモンド日産会社の

決算日は12月31日であり、その他の連結

子会社の決算日は連結決算日と同じ３月

31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しており、連

結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っており

ます。 

連結子会社のうち、Ｔ.Ｎ.Ｃ.オートモー

ティブ会社、パン・パシフィック・ニッ

サン・リッチモンド会社及びパン・パシ

フィック･ニッサン･サーレー会社の決算

日は12月31日であり、その他の連結子会

社の決算日は連結決算日と同じ３月31日

であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しており、連

結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っており

ます。 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…期末日前１ヶ月の市場価格の平

均に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は総平均

法により算定） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同  左

 時価のないもの 

…総平均法による原価法 

時価のないもの 

同  左

 ② たな卸資産 

商品（新車・中古車・コンピュー

タ） 

…個別法による原価法 

商品（修理部品・部品）、貯蔵品

…最終仕入原価法による原価法 

② たな卸資産 

商品（新車・中古車・コンピュー

タ） 

…個別法による原価法 

商品（修理部品・部品）、貯蔵品

…最終仕入原価法による原価法 

  

 

 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「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 デリバティブ 

…時価法 

③ デリバティブ 

同  左
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用しておりま

す。ただし、当社及び国内連結子会

社における建物のうち賃貸併用ビル

及び平成10年４月１日以降に取得し

た建物（その付属設備を除く。）に

ついては定額法を採用しておりま

す。 

なお、耐用年数については、主とし

て法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

また、リース資産については、リー

ス期間（３～５年）を償却年数とし、

リース期間満了時の見積処分価額を

残存価額とする定額法を採用してお

ります。 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しておりま

す。ただし、当社及び国内連結子会

社における建物のうち賃貸併用ビル

及び平成10年４月１日以降に取得し

た建物（その付属設備を除く。）に

ついては定額法を採用しておりま

す。 

なお、耐用年数については、主とし

て法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

 （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。 

これにより、営業利益及び税金等調

整前当期純利益は212百万円減少し、

経常損失は同額増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

また、この変更は当連結会計年度か

ら実施しておりましたが、当中間連

結会計期間においては、当該会計処

理を採用しておりません。これは減

価償却計算に関するシステム対応に

時間を要したため、システム変更が

間に合わなかったことによるもので

す。 

この変更が中間連結損益計算書に与

える影響は、従来と同一の基準に比

べ、営業損失及び経常損失は73百万

円増加し、税金等調整前中間純利益

は同額減少しております。 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 （追加情報） 

当連結会計年度から、平成19年３月

31日以前に取得したものについて

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により、取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度から、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。これによ

り、営業利益及び税金等調整前当期

純利益は23百万円減少し、経常損失

は同額増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

また、この変更は当連結会計年度か

ら実施しておりましたが、当中間連

結会計期間においては、当該会計処

理を採用しておりません。 

これは減価償却計算に関するシステ

ム対応に時間を要したため、システ

ム変更が間に合わなかったことによ

るものです。 

この変更が中間連結損益計算書に与

える影響は、従来と同一の基準に比

べ、営業損失及び経常損失は11百万

円増加し、税金等調整前中間純利益

は同額減少しております。 

 

 ② 無形固定資産 

主として定額法を採用しておりま

す。ただし、当社及び国内連結子会

社における自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

同  左

 ③      ――――― ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとして算定する方法によっ

ております。 

 ④ 長期前払費用 

主として定額法を採用しておりま

す。 

④ 長期前払費用 

同  左

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

株式交付費については、支出時に全額費

用処理しております。 

――――― 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

債権等の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

① 貸倒引当金 

同  左 

 ② 関係会社投資等損失引当金 

関係会社への投資、債権額及び債権

額を超える債務超過額に係る損失に

備えるため、関係会社等の財政状態

を勘案して計上しております。 

②      ――――― 

 

 ③ 賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は従業員賞

与の支給に備えるため、将来の支給

見込額を計上しております。 

③ 賞与引当金 

同  左 

 ④ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上してお

ります。なお、会計基準変更時差異

については、15年による按分額を費

用処理しております。 

また、数理計算上の差異の費用処理

方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異 

…各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（従来は15年でありま

したが、当連結会計年度は13年と

なっております。）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 

④ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上してお

ります。なお、会計基準変更時差異

については、15年による按分額を費

用処理しております。 

また、数理計算上の差異の費用処理

方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異 

…各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することと

しております。 

 （追加情報） 

数理計算上の差異は、発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております

が、従業員の平均残存勤務期間を見

直した結果、当連結会計年度より数

理計算上の差異の処理年数を従来の

15年から13年に変更しております。

なお、この変更に伴い従来の方法に

比べて営業利益及び税金等調整前当

期純利益は46百万円減少し、経常損

失は同額増加しております。 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

一部の国内連結子会社では、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同  左 

 (5) 重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

――――― 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま 

す。 

また、ヘッジ会計の特例処理の要件

を充たす金利スワップについては、

特例処理によっております。 

① ヘッジ会計の方法 

同  左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

金利スワップ取引… 

金利変動リスクを低減する目的で利

用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

 ③ ヘッジ方針 

対象資産、負債の範囲内で取り組ん

でおり、投機的な取引は行わない方

針であります。 

③ ヘッジ方針 

同  左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引… 

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での、ヘッジ手段及びヘッジ対象の

キャッシュ・フロー変動の累計額を

比較する方法によっております。 

なお、特例処理を採用している金利

スワップについては、有効性の判定

を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

 ⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ

会計に係るもの 

当社のデリバティブ取引に関する管

理方針である「市場リスク管理規定」

に基づき、取引実施部署において厳

正な管理を行い、内部牽制機能が有

効に作用する体制をとっておりま

す。 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ

会計に係るもの 

同  左 

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

税抜き方式を採用しております。ただし、

当社は固定資産に係る控除対象外消費税

等は投資その他の資産の「その他」に計

上し、法人税法の規定する期間と同一の

期間にわたり償却しております。 

消費税等の会計処理 

同  左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。

同  左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却については、20年間以内で

均等償却を行うこととしております。 

同  左 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引出可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ価値の変動につ

いて僅少のリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同  左 
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（会計方針の変更） 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

――――― （リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものについ

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

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。 

 （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） 

 当連結会計年度より、「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、連結上必要な修正を行っております。 

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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（表示方法の変更） 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表） 

前連結会計年度において区分掲記しておりました「のれ
ん」（当連結会計年度 33 百万円）は、総資産の 100 分の
１以下となったため、当連結会計年度より無形固定資産
の「その他」に含めて表示しております。 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 20
年８月７日 内閣府令第 50 号）が適用となることに伴
い、前連結会計年度において「たな卸資産」として掲記
されたものは、当連結会計年度より「商品」「仕掛品」
「貯蔵品」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商
品」、「仕掛品」及び「貯蔵品」はそれぞれ 5,310 百万
円、84 百万円、24 百万円であります。 

 （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外費用の「雑損失」に含め
て表示しておりました「支払手数料」は、営業外費用の
総額の 100 分の 10 を超えたため、当連結会計年度より区
分掲記しております。 

なお、前連結会計年度における「支払手数料」は 87 百万
円であります。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １．前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・
フローに表示しておりました「有形固定資産売却益」
及び「固定資産除却・売却損等」は、ＥＤＩＮＥＴへ
のＸＢＲＬ導入に伴い、当連結会計年度より「固定資
産除売却損益（△は益）」として純額表示しておりま
す。 

なお、当連結会計年度における「有形固定資産売却益」
及び「固定資産除却・売却損等」はそれぞれ 2,725
百万円、1,052 百万円であります。 

 ２．前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・
フローに表示しておりました「投資有価証券等評価
損・売却損」は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴
い、当連結会計年度より「投資有価証券売却及び評価
損益（△は益）」として純額表示しております。 

なお、当連結会計年度における「投資有価証券売却益」
及び「投資有価証券評価損」はそれぞれ 233 百万円、
378 百万円であります。 

 ３．前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・
フローに表示しておりました「リース資産の取得によ
る支出」及び「リース資産の売却による収入」は、重
要性が減少したため当連結会計年度より「有形固定資
産の取得による支出」及び「有形固定資産の売却によ
る収入」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度における「リース資産の取得に
よる支出」は 8 百万円であり、「リース資産の売却に
よる収入」はありません。 

また、この変更に伴い、「有形固定資産（リース資産
除く）の取得による支出」及び「有形固定資産（リー
ス資産除く）の売却による収入」は、当連結会計年度
より「有形固定資産の取得による支出」及び「有形固
定資産の売却による収入」に表示区分を変更しており
ます。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３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)

ホ テ ル

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1)外部顧客に 

対する売上高 
92,323 775 6,751 753 3,302 103,906 － 103,906

 (2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
27 － 555 － 816 1,399 (1,399) －

計 92,351 775 7,307 753 4,118 105,306 (1,399) 103,906

  営業費用 91,373 515 7,021 613 4,114 103,638 (315) 103,323

  営業利益 978 259 286 139 4 1,667 (1,084) 583

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
   

  資産 51,845 1,870 2,974 － 2,582 59,273 7,709 66,983

  減価償却費 5,913 62 42 50 42 6,112 138 6,250

  減損損失 － － － － 637 637 － 637

  資本的支出 13,105 567 70 6 16 13,765 64 13,829

(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、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 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,484百万円）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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（7,927百万円）の主なものは、当社での余資運用資金（現

金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．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

ますので、当連結会計年度の連結財務諸表には、平成19年１月から６月までの損益を反映しております。 

６．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資

産の減価償却の方法」の（会計方針の変更）に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これにより、営業費用及び減価償却費は「自動車関連事業」について201百万円、「不動産関連事業」につい

て8百万円、「情報システム関連事業」について1百万円、「その他の事業」について1百万円増加し、営業利

益はそれぞれ同額減少しております。 

７．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資

産の減価償却の方法」の（追加情報）に記載のとおり、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計年度から、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

これにより、営業費用及び減価償却費は「自動車関連事業」について2百万円、「不動産関連事業」について

19百万円、「情報システム関連事業」について0百万円、「その他の事業」について1百万円増加し、営業利

益はそれぞれ同額減少しております。 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1)外部顧客に 

対する売上高 
70,349 482 6,879 3,110 80,820 － 80,820

 (2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
9 － 397 485 891 (891) －

計 70,358 482 7,276 3,595 81,711 (891) 80,820

  営業費用 71,526 314 7,019 3,675 82,536 (133) 82,402

  営業利益又は営業損失(△) △1,168 167 256 △80 △824 (757) △1,582

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
   

  資産 37,136 3,486 2,787 2,489 45,899 7,695 53,595

  減価償却費 1,634 34 42 30 1,742 129 1,871

  減損損失 30 － － － 30 － 30

  資本的支出 5,396 22 71 5 5,495 30 5,525

(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 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（809百万円）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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（7,840百万円）の主なものは、当社での余資運用資金（現

金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平

成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）ともに、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメント

の売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、

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】 

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平

成 20年４月１日 至 平成 21年３月31日）ともに、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。 
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（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため、開示を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 201円65銭

１株当たり当期純利益 2円54銭

１株当たり純資産額 170円64銭

１株当たり当期純損失 19円49銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 120 △1,297

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)（百万円） 

120 △1,297

普通株式の期中平均株式数（千株） 47,471 66,593
 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,818 4,263

売掛金 19 23

貯蔵品 － 0

前払費用 112 147

未収入金 631 1,373

その他 10 3

流動資産合計 3,592 5,813

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,495 12,313

減価償却累計額 △6,617 △6,792

建物（純額） 5,877 5,521

構築物 951 1,021

減価償却累計額 △632 △669

構築物（純額） 319 351

機械及び装置 20 20

減価償却累計額 △18 △19

機械及び装置（純額） 2 1

車両運搬具 2 2

減価償却累計額 △1 △1

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 1,031 962

減価償却累計額 △825 △816

工具、器具及び備品（純額） 205 146

土地 20,924 18,607

リース資産 － 13

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 12

有形固定資産合計 27,329 24,641

無形固定資産   

ソフトウエア 180 98

電話加入権 17 16

無形固定資産合計 198 115
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,784 1,339

関係会社株式 13,697 7,043

出資金 － 0

従業員に対する長期貸付金 3 －

関係会社長期貸付金 10,459 9,128

長期前払費用 79 70

敷金 754 －

敷金及び保証金 － 1,556

破産更生債権等 13 13

その他 683 23

関係会社投資等損失引当金 △11,825 △8,277

貸倒引当金 △10 △9

投資その他の資産合計 15,640 10,887

固定資産合計 43,169 35,644

資産合計 46,761 41,457

負債の部   

流動負債   

支払手形 131 10

買掛金 － 3

短期借入金 5,382 6,482

1年内返済予定の長期借入金 3,186 5,000

1年内償還予定の社債 280 140

リース債務 － 2

未払金 57 25

未払費用 142 503

未払法人税等 40 19

未払消費税等 － 47

前受金 57 37

預り金 12,768 8,915

前受収益 － 19

賞与引当金 4 7

流動負債合計 22,050 21,216
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

社債 140 －

長期借入金 9,170 6,455

リース債務 － 10

繰延税金負債 434 425

退職給付引当金 44 70

長期未払金 25 －

長期預り金 559 621

固定負債合計 10,374 7,583

負債合計 32,424 28,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,752 13,752

資本剰余金   

資本準備金 2,335 2,335

資本剰余金合計 2,335 2,335

利益剰余金   

利益準備金 87 87

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 632 619

別途積立金 2,600 2,600

繰越利益剰余金 △5,024 △6,344

利益剰余金合計 △1,704 △3,038

自己株式 △11 △12

株主資本合計 14,370 13,037

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34 △378

評価・換算差額等合計 △34 △378

純資産合計 14,336 12,658

負債純資産合計 46,761 41,457
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,958 3,706

売上原価 2,822 2,356

売上総利益 1,135 1,350

販売費及び一般管理費 1,119 946

営業利益 15 403

営業外収益   

受取利息 223 130

受取配当金 65 63

雑収入 8 36

営業外収益合計 298 229

営業外費用   

支払利息 800 644

貸倒引当金繰入額 3 －

株式交付費 113 －

雑損失 141 91

営業外費用合計 1,058 736

経常損失（△） △744 △103

特別利益   

固定資産売却益 1,737 2,692

関係会社株式売却益 155 －

投資有価証券売却益 － 18

その他 3 27

特別利益合計 1,896 2,738

特別損失   

関係会社株式評価損 － 2,854

関係会社投資等損失引当金繰入額 1,225 613

投資有価証券評価損 348 302

投資有価証券売却損 － 93

固定資産除売却損 124 64

特別退職金 － 22

関係会社整理損 － 13

その他 16 7

特別損失合計 1,715 3,971

税引前当期純損失（△） △564 △1,337

法人税、住民税及び事業税 2 5

法人税等調整額 － △8

法人税等合計 2 △3

当期純損失（△） △566 △1,333
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,313 13,752

当期変動額   

新株の発行 1,438 －

当期変動額合計 1,438 －

当期末残高 13,752 13,752

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 896 2,335

当期変動額   

新株の発行 1,438 －

当期変動額合計 1,438 －

当期末残高 2,335 2,335

資本剰余金合計   

前期末残高 896 2,335

当期変動額   

新株の発行 1,438 －

当期変動額合計 1,438 －

当期末残高 2,335 2,335

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 87 87

当期末残高 87 87

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 279 632

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 352 －

圧縮記帳積立金の取崩 － △13

当期変動額合計 352 △13

当期末残高 632 619

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 352 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △352 －

当期変動額合計 △352 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 2,600 2,600

当期末残高 2,600 2,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 △4,457 △5,024

当期変動額   

当期純損失（△） △566 △1,333

圧縮記帳積立金の取崩 － 13

当期変動額合計 △566 △1,320

当期末残高 △5,024 △6,344

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,138 △1,704

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 352 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △352 －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △566 △1,333

当期変動額合計 △566 △1,333

当期末残高 △1,704 △3,038

自己株式   

前期末残高 △11 △11

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △11 △12

株主資本合計   

前期末残高 12,060 14,370

当期変動額   

新株の発行 2,877 －

圧縮記帳積立金の積立 352 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △352 －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △566 △1,333

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,310 △1,333

当期末残高 14,370 13,037
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 573 △34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △607 △344

当期変動額合計 △607 △344

当期末残高 △34 △378

評価・換算差額等合計   

前期末残高 573 △34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △607 △344

当期変動額合計 △607 △344

当期末残高 △34 △378

純資産合計   

前期末残高 12,633 14,336

当期変動額   

新株の発行 2,877 －

圧縮記帳積立金の積立 352 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △352 －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △566 △1,333

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △607 △344

当期変動額合計 1,702 △1,678

当期末残高 14,336 12,658
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当社は、前事業年度において374百万円の経常損失、2,100

百万円の当期純損失を計上し、当中間会計期間においても

477百万円の経常損失、625百万円の中間純損失を計上してお

り、損失計上が継続する状況を解消できない場合に、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。 

このような状況を解消するため、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

中期経営計画（TR-10）を昨年10月に策定し、収益力向上を

図るため、コアビジネスへの集中、コスト削減、ノンコア事

業の整理等を中心としたグループ改革に取り組み、ほぼ計画

通りに推移してまいりました。また、財務体質の強化のため、

昨年９月のリース事業の非連結化及び、本年２月の日産ネッ

トワークホールディングス株式会社を割当先とした第三者

割当増資の実施により、資本の増強と借入金の圧縮を実行い

たしました。これにより「TR-10」の目標である有利子負債

200億円の達成に向け、確実に前進いたしました。その結果、

当連結会計年度において収益力の向上により営業利益583百

万円となりました。また、経常損益につきましては552百万

円の損失となりましたが、前年同期比で1,181百万円の大幅

改善となりました。 

当社グループは引き続き「TR-10」に沿って収益力の強化に

取り組んでまいります。具体的な取り組みは次の通りです。

―――――― 

①コア事業（東京日産）ビジネスモデル再構築 

東京日産自動車販売㈱では、個人のお客さまを中心とした

マーケットに経営資源を集中して、より地域に密着した営

業活動を通じてお客さまとの永続的なパートナーシップ

を築き、カーライフ全般にわたってお客さま満足を提供し

てまいります。 

店舗の運営は、少人数でのチームワークを基本とし、ロー

コストで効率的な運営を推進します。また、グループの事

業再編の過程で一部取り込んだ中古車販売により、収益力

を拡大してまいります。なお、大口法人向けの販売につい

ては、平成20年４月に抜本的な見直しを行い、日産自動車

のフリート戦略に集約いたしました。 

 

②中古車事業の収益構造改善 

中古車事業については小売店舗・買取店舗の店舗数を減ら

し、コストの削減を進めてまいりました。東京日産での下

取車の販売の他、カーネット車楽によるノーブランドの仕

入販売のバランスをとりながら商品ミックスの検討を行

い、グループ全体の中古車事業の収益構造の改善を進めて

まいります。 

 

資金調達面においては、平成20年４月15日に関係金融機関と

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）の締結などにより資

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において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

該条項には抵触しておりません。 

中期経営計画が順調に推移しており改善の途上であること

から、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。 

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財務諸表には反映しておりません。 
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(5) 表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

従来、当社は関係会社に対しての財政状態を勘案し、投

資額については「投資評価引当金」、債権額については

「貸倒引当金」、債権額を超える債務超過額については

「関係会社事業損失引当金」にて表示しておりましたが、

当事業年度より「関係会社投資等損失引当金」としてま

とめて表示することといたしました。 

なお、前事業年度の貸倒引当金に含まれる「関係会社投

資等損失引当金」は7,528百万円であります。 

前事業年度において投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「保証金」は、総資産の100分の

１を超えたため、当事業年度より区分掲記となりますが、

ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い、「敷金」及び「保

証金」は「敷金及び保証金」として表示することといた

しました。 

なお、前事業年度における「保証金」は114百万円、当事

業年度における「敷金」及び「保証金」はそれぞれ781

百万円、775百万円であります。 
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