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

22年3月期第3四半期 49,294 △19.2 △866 ― △1,357 ― △1,536 ―

21年3月期第3四半期 61,029 ― △1,651 ― △2,038 ― △3,338 ―

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3四半期 △23.07 ―

21年3月期第3四半期 △50.13 ―

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3四半期 47,316 10,861 21.5 152.61
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3四半期  10,161百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

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 72,000 △10.9 300 ― △300 ― △900 ― △13.52
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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、５ページ【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、５ページ【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3四半期 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3四半期  46,217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3四半期 66,590,066株 21年3月期第3四半期 66,594,343株

－ 2 －



【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、政府の景気刺激策の効果もあり回復の兆しはあ

るものの、企業業績の低迷は続いており、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、依

然として厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループの属する自動車関連業界は、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

の中、エコカー減税及び補助金の効果により回復傾向にあり、軽自動車を含む国内新車販売台数の全

体需要は前年同期比2.6％減まで回復してまいりました。しかしながら、当社グループのマーケットで

ある東京都内の需要は、企業の設備投資低迷の影響から全国より回復が遅れており、前年同期比

10.7％減と引き続き厳しい経営環境となりました。 

このような状況のもと、当社グループの中核事業会社である東京日産自動車販売㈱において、減

税・補助金対象車中心の拡販の取り組みにより、同社の新車販売台数は前年同期比4.9％減と東京都内

全需の回復を上回る実績で推移いたしましたが、輸入車低迷の影響から当社グループ全体の新車販売

台数は前年同期比6.4％減の実績となりました。 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、新車販売台数の減少及び減税対

象のコンパクトカーを中心とした販売車種構成となった結果、売上高は49,294百万円（前年同期比

11,734百万円減、19.2％減）、売上総利益は11,166百万円（前年同期比1,545百万円減、12.2％減）と

なりました。当社グループでは収益の減少を補完すべく、引き続き中期経営計画（新TR-10）に基づく

営業費の削減に取り組み、販売費及び一般管理費を前年同期に比べ2,330百万円減と大幅に削減したこ

とにより損失を圧縮した結果、営業損益は866百万円の損失（前年同期比784百万円の損失減）、経常

損益は1,357百万円の損失（前年同期比681百万円の損失減）と大幅に改善してまいりました。また、

店舗網の再編に伴う事業再編損及び在外子会社における特別退職金等の特別損失を413百万円計上いた

しましたが、固定資産売却益等の特別利益を315百万円計上したこともあり、四半期純損益は1,536百

万円の損失（前年同期比1,802百万円の損失減）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 

自動車整備事業におきましては、㈱エース・オートサービス、㈱車検館の整備車両入庫増の取り

組みにより増収となりましたが、自動車ディーラー事業におきましては、東京日産自動車販売㈱、

㈱ジャガー東京の販売台数及び粗利単価の減少により減収となりました。また、中古車事業を展開

しておりました㈱カーネット車楽を平成20年９月30日付で解散したこともあり、自動車関連事業全

体の売上高は42,663百万円（前年同期比10,480百万円減、19.7％減）、売上総利益は9,655百万円

（前年同期比1,430百万円減、12.9％減）となりました。営業損益につきましては、販売費及び一般

管理費を前年同期比で2,027百万円減と大幅に削減したことにより損失を圧縮した結果、668百万円

の損失（前年同期比597百万円の損失減）となりました。 

(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326百万円（前年同期比30百万円減、8.5％減）とな

りましたが、売上原価の低減により営業利益は170百万円（前年同期比50百万円増、42.1％増）とな

りました。 
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(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、また12月にハードウェア及びソ

フトウェアの大型案件が実現したこと等により、第２四半期までの損失を解消したものの、全体的

に顧客のＩＴ投資減退に回復の兆しが見られず、売上高は4,627百万円（前年同期比534百万円減、

10.4％減）、営業利益は88百万円（前年同期比53百万円減、37.7％減）となりました。 

(4) その他の事業 

その他の事業は、自動車教習所事業及び人材派遣業であります。自動車教習所事業につきまして

は、二輪教習者及び二種免許教習者の増加に加え、普通四輪教習者も増加となり、入校者数が前年

同四半期に比べ約15％増加いたしました。人材派遣業につきましては、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。この結果、売上高は1,676

百万円（前年同期比689百万円減、29.1％減）、営業利益は3百万円（前年同期は99百万円の営業損

失）と売上高は減少となりましたが、損益は大幅に改善しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資 産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は47,316百万円となり、前連結会計年度末に比べ

6,279百万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2,374百万円、売上債権の早期回収等により受取手形及び売掛金が900百万円、固定資産の

売却代金の回収等によりその他流動資産が1,844百万円、店舗網の再編に伴う土地・建物等の除売却

及び減価償却により有形固定資産が1,289百万円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における負債は36,454百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,086

百万円減少しております。これは、主に仕入債務の支払等により支払手形及び買掛金が773百万円、

その他流動負債が921百万円、長短借入金が2,892百万円、長短社債が190百万円減少したことによる

ものであります。 

(3) 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は10,861百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,192百万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240百万円増加いたしま

したが、四半期純損失となったことに伴い利益剰余金が1,536百万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 

企業環境は依然先行き不透明感が強く、当社グループへの影響が見通し難い状況でありますが、現

時点においては、ほぼ計画通りに推移していることから、平成21年11月２日に公表いたしました業績

予想は変更しておりません。 
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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） 

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。 

なお、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う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、当連結会計年度の税引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、税引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。 

なお、在外子会社における法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しており

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、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

事で当第３四半期連結会計期間末までの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（工事の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。 
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(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３四半期連結累計期間につきましては、減税対象車を中心に拡販に取

り組み、回復傾向で推移いたしましたが、866百万円の営業損失及び1,357百万円の経常損失とな

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）に基づき、店舗ネットワークの再構

築並びに当社及び東京日産自動車販売㈱を中心とした本社機構の再編を実施いたしました。また、

間接員人件費の更なる削減にも継続して取り組んでまいります。 

これら固定費の大幅な削減を柱とした中期経営計画（新TR-10）を確実に実行し、当第３四半期

連結累計期間において販売費及び一般管理費を前年同期に比べ2,330百万円削減しております。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,236 5,610

受取手形及び売掛金 5,385 6,285

商品 3,332 3,450

仕掛品 77 75

貯蔵品 17 24

その他 1,295 3,139

貸倒引当金 △27 △39

流動資産合計 13,317 18,546

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,679 7,073

土地 20,513 21,470

その他（純額） 2,230 2,169

有形固定資産合計 29,423 30,713

無形固定資産 566 650

投資その他の資産   

投資有価証券 1,686 1,490

長期貸付金 37 37

その他 2,393 2,259

貸倒引当金 △108 △101

投資その他の資産合計 4,009 3,685

固定資産合計 33,998 35,048

資産合計 47,316 53,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,984 11,757

短期借入金 4,293 6,924

1年内返済予定の長期借入金 8,529 5,122

1年内償還予定の社債 100 240

未払法人税等 54 169

賞与引当金 224 459

その他 2,279 3,201

流動負債合計 26,465 27,874
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

固定負債   

社債 500 550

長期借入金 4,436 8,105

繰延税金負債 434 433

退職給付引当金 3,833 3,868

役員退職慰労引当金 17 49

長期預り金 602 648

その他 164 10

固定負債合計 9,988 13,666

負債合計 36,454 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 △5,691 △4,154

自己株式 △12 △12

株主資本合計 10,398 11,935

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △138 △379

為替換算調整勘定 △97 △192

評価・換算差額等合計 △236 △571

少数株主持分 700 691

純資産合計 10,861 12,054

負債純資産合計 47,316 53,595
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 61,029 49,294

売上原価 48,317 38,128

売上総利益 12,711 11,166

販売費及び一般管理費 14,363 12,032

営業損失（△） △1,651 △866

営業外収益   

受取利息 27 5

受取配当金 32 21

持分法による投資利益 156 －

雑収入 89 24

営業外収益合計 305 50

営業外費用   

支払割賦手数料 68 33

支払利息 404 363

雑損失 218 144

営業外費用合計 692 541

経常損失（△） △2,038 △1,357

特別利益   

固定資産売却益 6 294

貸倒引当金戻入額 54 11

投資有価証券売却益 233 9

特別利益合計 294 315

特別損失   

固定資産除売却損 980 117

事業再編損 － 161

特別退職金 260 83

関係会社整理損 174 －

投資有価証券評価損 0 36

その他 39 13

特別損失合計 1,455 413

税金等調整前四半期純損失（△） △3,199 △1,455

法人税、住民税及び事業税 99 38

法人税等調整額 5 19

法人税等合計 105 57

少数株主利益 33 23

四半期純損失（△） △3,338 △1,536
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

42,663 326 4,627 1,676 49,294 － 49,294

(2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

5 － 236 229 471 (471) －

計 42,669 326 4,864 1,906 49,766 (471) 49,294

営業利益又は営業損失(△) △668 170 88 3 △405 (460) △866

(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 
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【所在地別セグメント情報】 

前第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）及び当第３四半

期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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）及び当第３四半

期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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。 

 

(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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 
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