
 

平成 21 年 9 月 7日 

各  位 

会 社 名 株式会社トラスト      

代表者名 代表取締役社長  伊藤 誠英 

        （コード番号 3347 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長 伊藤 和繁  

                    （TEL 052-219-9058） 

 

J-net レンタリース株式会社の株式の取得（子会社化）及び 

通期連結業績予想に関するお知らせ 
 

当社は、平成 21 年 9月 7日開催の取締役会において、以下のとおり、J-net レンタリース株式会社

の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１． 株式取得の理由 

当社の属する中古車輸出業界におきましては、低燃費・高性能な日本製中古車の需要が引き続き

旺盛であるものの、現地政治情勢や、今般のサブプライムローン問題に端を発した金融危機の影響

等により、経営環境は不安定な状態であります。また、当事業年度におきましては、国内新車販売

はエコカーを中心に復調の兆しがあるものの、廃車にして乗り換えることが補助金の要件となるな

ど、中古車市場へ供給される台数は前事業年度に引き続き低迷し、仕入れ価格が高騰しております。 

一方、J-net レンタリース株式会社は、設立以来その店舗数を着実に伸ばし、現在ではＦＣを含

め全国 67 店舗を展開する規模にまで拡大しており、安定的な収益を確保しております。しかしな

がら、更なる事業拡大のためには、収益性の向上が必須であり、レンタル終了車輌の効率的な販売

方法を模索しておりました。 

昨年度より、J-net レンタリース株式会社の保有車輌（全店保有台数：約 6,500 台）を、当社の

ＷＥＢサイトに掲載し販売する委託販売事業を行ってまいりました。今回の子会社化により、それ

ら委託販売をさらに強化し、両社の収益性の向上を図ってまいります。さらに、その委託販売にお

いてノウハウを蓄積し、中古車輸出業界における確固たる地位を確立してまいります。また、相互

の在庫車輌を共有在庫として販売する国内中古車販売についても強化し、外部環境の変化に対応で

きる販売体制を構築してまいります。将来的には、当社及び J-net レンタリース株式会社のノウハ

ウを活かし、海外市場において自動車販売及びレンタカー事業のＦＣ展開を目指してまいります。

それら施策により、中古車輸出事業及びレンタカー事業を中心に、トラストグループの事業拡大を

図ってまいります。 

 

２． 異動する子会社（J-net レンタリース株式会社）の概要 

(1) 名称 J-net レンタリース株式会社 

(2) 所在地 名古屋市東区東桜一丁目 5番 7 号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山内 一郎 

(4) 事業内容 レンタカー事業 

(5) 資本金 60 百万円 

(6) 設立年月日 平成 11 年 6 月 30 日 

(7) 大株主及び持株比率 

  （平成21年 3月 31日現在） 

ＶＴホールディングス株式会社   82.11％ 

ＨＤアセットマネジメント株式会社 10.84％ 

Ｅ－ＦＯＵＲ株式会社        3.25％ 
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資本関係 

平成 21 年 8 月 31 日現在において、当該会社は、

当社株式 55 株（所有割合 0.02％）を所有して

おります。 

人的関係 

平成 21 年 8 月 31 日現在において、当社代表取

締役社長伊藤誠英は、当該会社の取締役を兼任

しております。 

(8) 上場会社と当該会社 

との間の関係 

取引関係 

平成 21 年 3 月期において、当社は当該会社との

間において、主に土地の賃貸借（30 百万円）の

取引があります。 

(9) 当該会社の 近 3年間の経営成績及び財政状態             （単位：百万円）

  決算期 平成 21 年 3 期 平成 20 年 3 期 平成 19 年 3 期 

  純資産 268 335 287

  総資産 4,545 1,797 1,573

  売上高 2,867 2,976 2,721

  営業利益 190 373 353

  経常利益 166 360 343

  当期純利益 86 223 203

 

３． 株式取得の相手先の概要 

(1) 名称 ＶＴホールディングス株式会社 

(2) 所在地 愛知県東海市加木屋町陀々法師 14 番地の 40 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 高橋 一穂 

(4) 事業内容 持株会社 

(5) 資本金 2,378 百万円 

(6) 純資産 1,834 百万円 

(7) 総資産 26,097 百万円 

(8) 設立年月日 昭和 58 年 3 月 22 日 

(9) 大株主及び持株比率 

  （平成21年 3月 31日現在） 

有限会社エスアンドアイ    9.03％ 

三井住友海上火災保険株式会社 7.44％ 

資本関係 

当該会社は、当社の親会社であり、平成 21 年 8

月 31 日現在において、当社株式 204,440 株（所

有割合 72.63％（間接所有を含む））を所有して

おります。 

人的関係 

平成 21 年 8 月 31 日現在において、当社代表取

締役社長伊藤誠英及び監査役工藤吉之助は、当

該会社の専務取締役及び監査役を兼任しており

ます。 

取引関係 

平成 21 年 3 月期において、当社は当該会社との

間において、主に事務所の賃貸借（20 百万円）

の取引があります。 

(10) 上場会社との当該会社 

   との間の関係 

関連当事者への

該当状況 

当該会社は、当社の親会社であるため、関連当

事者に該当します。 

 

(1) 名称 ＨＤアセットマネジメント株式会社 

(2) 所在地 名古屋市中区錦三丁目 10 番 32 号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 伊藤 誠英 

(4) 事業内容 不動産賃貸事業 

(5) 資本金 473 百万円 

(6) 総資産 2,429 百万円 

(7) 設立年月日 平成 5年 12 月 22 日 
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(8) 株主及び持株比率 

  （平成21年 3月 31日現在） 
ＶＴホールディングス株式会社 99.99％ 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関

係はありません。また、当社の関係者及び関係

会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき資本関係はありません。 

人的関係 

平成 21 年 8 月 31 日現在において、当社代表取

締役社長伊藤誠英は、当該会社の代表取締役を

兼任しております。 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関

係はありません。また、当社の関係会社及び関

係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき取引関係はありません。 

(9) 上場会社との当該会社 

  との間の関係 

関連当事者への

該当状況 

当該会社は、当社と同一の親会社をもつ会社で

あるため、関連当事者に該当します。 

 

(1) 名称 Ｅ－ＦＯＵＲ株式会社 

(2) 所在地 埼玉県さいたま市緑区東浦和二丁目 77 番地 2 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 伊藤 誠英 

(4) 事業内容 環境関連事業 

(5) 資本金 250 百万円 

(6) 総資産 251 百万円 

(7) 設立年月日 平成 16 年 10 月 15 日 

(8) 大株主及び持株比率 ＶＴホールディングス株式会社 100.00％ 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関

係はありません。また、当社の関係者及び関係

会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき資本関係はありません。 

人的関係 

平成 21 年 8 月 31 日現在において、当社代表取

締役社長伊藤誠英は、当該会社の代表取締役を

兼任しております。 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関

係はありません。また、当社の関係会社及び関

係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき取引関係はありません。 

(9) 上場会社との当該会社 

  との間の関係 

関連当事者への

該当状況 

当該会社は、当社と同一の親会社をもつ会社で

あるため、関連当事者に該当します。 

 

４． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 

 0 株  

（議決権の数：0個） 

（所有割合：0％） 

(2) 取得株式数 

 940 株  

（内訳：ＶＴホールディングス株式会社   680 株 

    ＨＤアセットマネジメント株式会社 200 株 

    Ｅ－ＦＯＵＲ株式会社        60 株） 

（議決権の数：940 個） 

（取得価額：272 百万円） 

(3) 異動後の所有株式数 

 940 株 

（議決権の数：940 個） 

（所有割合：50.95％） 
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５． 日程 

(1) 取締役会決議 平成 21 年 9 月 7日 

(2) 株券引渡期日 平成 21 年 10 月 1 日 

 

６． 今後の見通し及び方針 

平成22年3月期の個別業績に与える影響は軽微でありますが、中長期的には収益の向上に寄与す

るものと見込んでおります。また、株式の取得により、J-netレンタリース株式会社は当社の連結

子会社となり、平成22年3月期第3四半期より連結財務諸表を作成いたします。なお、連結業績を以

下のように見込んでおります。 

今回の子会社化におきましては、役員の入替え等は行わず、現状の経営体制により、中核事業で

ある中古車輸出事業及びレンタカー事業を行ってまいります。 

 

当期連結業績予想（平成 22 年 3 月期）                    （単位：百万円） 

 

 
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 

当期連結業績予想 

（平成 22 年 3 月期） 
5,234 340 364 177 679 円 05 銭

前期連結実績 

（平成 21 年 3 月期） 
― ― ― ― ―

 ※ 当社個別業績予想（平成 21 年 5月 15 日公表分）及び J-net レンタリース株式会社の平成 22 年 3月期下

半期業績予想に基づき算出しております。 

 

７． 支配株主との取引等に関する事項 

本取引は、支配株主との取引等に該当します。当社は、平成 21 年 6 月 26 日に開示したコーポレ

ート・ガバナンス報告書において、「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針

に関する指針」を、「支配株主との取引については、契約条件及び市場等を参考にし合理的に決定

されており、一般的な取引条件と同様に決定しております。」と示しております。本取引につきま

しては、第三者である税理士事務所に株価算定を依頼し、一般的な取引条件と同様に取引を行って

おります。 

 

（参考）当期個別業績予想（平成 21 年 5月 15 日公表分）及び前期実績      （単位：百万円） 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期個別業績予想 

（平成 22 年 3 月期） 
3,751 165 221 136

前期個別実績 

（平成 21 年 3 月期） 
3,937 256 314 113

 

以  上 


