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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 14,305 △32.5 △725 ― △910 ― △893 ―

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

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

22年3月期第1四半期 △13.42 ―

21年3月期第1四半期 △18.91 ―

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

22年3月期第1四半期 46,566 11,380 23.1 161.58
21年3月期 53,595 12,054 21.2 170.64

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  10,759百万円 21年3月期  11,363百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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 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) 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 

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。業績予想の前提となる条件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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

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） 22年3月期第1四半期 66,635,063株 21年3月期 66,635,063株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 45,618株 21年3月期 43,271株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 66,591,490株 21年3月期第1四半期 66,595,610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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年下半期より急速に悪化した景気が底打ちし

たとの判断もあるものの、企業収益や雇用情勢は依然として先行き不透明であり、企業の設備投資や

個人消費の低迷が継続する厳しい状況が続いております。 

当社グループの属する自動車関連業界は、軽自動車を含む国内新車販売台数の全体需要が前年同期

比で18.5％減と低迷いたしました。特に当社グループのマーケットである東京都内の需要は、企業の

設備投資の低迷等により前年同期比24.2％減となる厳しい経営環境となりました。 

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㈱においてエコ

カー減税及びエコカー補助金などの効果もあり回復傾向にあるものの、依然として前年割れが続く厳

しい状況となり、同社の新車販売台数は前年同期比22.4％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23.5％減となりました。 

当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、継続する全体需要の低迷から売

上利益は前年同期比で930百万円減少しておりますが、中期経営計画（新TR-10）に基づいた営業費の

削減に取り組み、前年同期比で1,009百万円の削減を実行いたしました。その結果、売上高は14,305百

万円（前年同期比6,879百万円減、32.5％減）、営業損益は725百万円の損失（前年同期比79百万円の

損失減）、経常損益は910百万円の損失（前年同期比15百万円の損失増）となりました。また、固定資

産除売却損の計上が16百万円と前年同期に比べ324百万円減少したこともあり、四半期純損益は893百

万円の損失（前年同期比366百万円の損失減）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 

新車販売台数は６月に入り、エコカー減税等の効果が現れてきたものの、依然として前年割れの

状況で推移いたしました。新車需要の低迷を補完すべく、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、獲得競争の激化から車検入庫台数は前年比微増に止まりました。

このような状況の中、中期経営計画（新TR-10）に基づく営業費の大幅削減を加速して実施したこと

もあり、売上高は12,668百万円（前年同期比5,634百万円減、30.8％減）、営業損益は514百万円の

損失（前年同期比124百万円の損失減）と売上高は減少となりましたが、損失は減少しております。 

(2) 不動産関連事業 

ほぼ100％の稼働率で推移した結果、売上高は113百万円（前年同期比3百万円増、3.0％増）、営

業利益は52百万円（前年同期比16百万円増、45.5％増）となりました。 

(3) 情報システム関連事業 

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む中、活動の中心をハードウェアビジ

ネスから収益力のあるサービスビジネスへとより積極的に展開してまいりましたが、顧客のＩＴ投

資減退の影響から、サービスビジネスを確保するためのハードウェア及びソフトウェアの売上高が

大幅に減少した結果、売上高は963百万円（前年同期比1,015百万円減、51.3％減）、営業損益は89

百万円の損失（前年同期は40百万円の営業利益）となりました。 
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(4) その他の事業 

その他の事業は、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、継

続契約の取りやめは依然として続いており、稼動人員は大幅に減少した状況で推移いたしました。

自動車教習所事業におきましては、二種免許教習の入校者が増加したことにより、少子化による四

輪教習の入校者減少を補完いたしました。この結果、売上高は560百万円（前年同期比232百万円減、

29.3％減）、営業損益は10百万円の損失（前年同期比43百万円の損失減）と売上高は減少となりま

したが、損失は減少しております。 

 

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における総資産は46,566百万円となり、前連結会計年度末に比べ

7,028百万円減少しております。これは、主に長短借入金の返済及び仕入債務の支払等に伴い現金及

び預金が2,789百万円、売上債権の早期回収及び車両販売台数の減少に伴い受取手形及び売掛金が

1,853百万円、販売用車両の在庫圧縮に伴い商品が905百万円、固定資産の売却代金の回収等に伴い

その他流動資産が1,672百万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における負債は35,186百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,354

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伴い支払手形及

び買掛金が4,375百万円、長短借入金が1,429百万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における純資産は11,380百万円となり、前連結会計年度末に比べ674

百万円減少しております。これは、主にその他有価証券評価差額金が261百万円増加いたしましたが、

四半期純損失を計上したことに伴い利益剰余金が893百万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 

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21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 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１四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。 
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2) 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。 

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１四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 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

一部の連結子会社については、ソフトウェア受託開発の収益計上基準について、従来、工事完

成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19

年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手したソ

フトウェア受託開発から、工期のごく短いもの等については工事完成基準を適用し、その他の工

事で進捗部分について成果の確実性が認められる開発については工事進行基準（進捗率の見積り

は原価比例法）を適用しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前連結会計年度において1,582百万円の営業損失及び2,150百万円の経常損失

を計上しております。当第１四半期連結累計期間におきましては、中期経営計画（新TR-10）の実

行により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、725百万円の営業損失及び910百万円の経常損失となりまし

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。 

当該状況の解消のために策定した中期経営計画（新TR-10）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、当第１四半期連結累計期間において営業費

を前年比1,009百万円削減いたしました。 

この取り組みの継続により、安定して収益計上が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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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,821 5,610

受取手形及び売掛金 4,432 6,285

商品 2,545 3,450

仕掛品 60 75

貯蔵品 14 24

その他 1,466 3,139

貸倒引当金 △17 △39

流動資産合計 11,323 18,546

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,004 7,073

土地 21,530 21,470

その他（純額） 1,952 2,169

有形固定資産合計 30,488 30,713

無形固定資産 627 650

投資その他の資産   

投資有価証券 1,758 1,490

長期貸付金 37 37

その他 2,430 2,259

貸倒引当金 △98 △101

投資その他の資産合計 4,127 3,685

固定資産合計 35,243 35,048

資産合計 46,566 53,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,381 11,757

短期借入金 6,043 6,924

1年内返済予定の長期借入金 8,314 5,122

1年内償還予定の社債 240 240

未払法人税等 41 169

賞与引当金 234 459

その他 3,122 3,201

流動負債合計 25,378 27,874
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

固定負債   

社債 550 550

長期借入金 4,364 8,105

繰延税金負債 434 433

退職給付引当金 3,832 3,868

役員退職慰労引当金 17 49

長期預り金 599 648

その他 9 10

固定負債合計 9,807 13,666

負債合計 35,186 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 △5,048 △4,154

自己株式 △12 △12

株主資本合計 11,041 11,935

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △117 △379

為替換算調整勘定 △163 △192

評価・換算差額等合計 △281 △571

少数株主持分 620 691

純資産合計 11,380 12,054

負債純資産合計 46,566 53,595
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 21,185 14,305

売上原価 16,975 11,026

売上総利益 4,209 3,279

販売費及び一般管理費 5,014 4,004

営業損失（△） △804 △725

営業外収益   

受取利息 11 1

受取配当金 8 1

持分法による投資利益 40 －

雑収入 60 9

営業外収益合計 121 12

営業外費用   

支払割賦手数料 32 14

支払利息 128 122

雑損失 51 60

営業外費用合計 212 197

経常損失（△） △895 △910

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 44 25

特別利益合計 45 25

特別損失   

固定資産除売却損 340 16

関係会社整理損 13 －

リース解約損 － 7

その他 8 －

特別損失合計 362 23

税金等調整前四半期純損失（△） △1,212 △908

法人税、住民税及び事業税 25 18

法人税等調整額 14 25

法人税等合計 39 44

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △59

四半期純損失（△） △1,259 △893
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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】 

前第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 

(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 

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 人材派遣業及び自動車教習所等 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

12,668 113 963 560 14,305 － 14,305

(2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

2 － 70 76 149 (149) －

計 12,670 113 1,034 637 14,454 (149) 14,305

営業利益又は営業損失(△) △514 52 △89 △10 △562 (162) △725

(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 人材派遣業及び自動車教習所等 
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【所在地別セグメント情報】 

前第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）及び当第１四半

期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）ともに、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】 

前第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）及び当第１四半

期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

 

(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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 
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