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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 69,608 △13.9 177 ― △496 ― △864 ―

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 △12.98 ― △7.7 △1.0 0.3
21年3月期 △19.49 ― △10.5 △3.6 △2.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  156百万円

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

22年3月期 49,342 11,753 22.4 166.11
21年3月期 53,595 12,054 21.2 170.64

（参考） 自己資本   22年3月期  11,061百万円 21年3月期  11,363百万円

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

22年3月期 2,391 1,118 △3,508 5,116
21年3月期 △1,372 2,187 55 5,110

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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 34,000 5.8 △200 ― △600 ― △700 ― △10.51

通期 70,000 0.6 800 350.3 100 ― △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、18ページからの「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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、29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） 22年3月期 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  46,943株 21年3月期  43,271株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 3,246 △12.4 337 △16.3 △128 ― △954 ―

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

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

22年3月期 △14.34 ―

21年3月期 △20.02 ―

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 39,613 12,111 30.6 181.88
21年3月期 41,457 12,658 30.5 190.09

（参考） 自己資本 22年3月期  12,111百万円 21年3月期  12,658百万円

※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、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

－ 2 －



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経済は、企業の設備投資の抑制や雇用過剰感はあるものの、政府

の景気刺激策の効果もあり回復基調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につきましても、エコカー減税及び補助金の効果等もあり、

軽自動車を含む国内新車販売の全体需要は回復し、前年同期比3.8％増となりました。 

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4.2％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1.7％増と東京都

内全需の回復を上回る実績となりましたが、輸入車（ジャガー車）の需要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並みの実績となりました。 

当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、需要回復が顕在化してきた下半期では増

収・増益となりましたが、上半期の全体需要の低迷等による減収・減益が大きく、売上高は69,608

百万円（前連結会計年度比11,212百万円減、13.9％減）、売上総利益は16,126百万円（前連結会計

年度比1,052百万円減、6.1％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連結会

計年度に比べ2,812百万円減と大幅に削減した結果、営業利益は177百万円（前連結会計年度は1,582

百万円の営業損失）、経常損益は496百万円の損失（前連結会計年度比1,653百万円の損失減）と、

大幅に改善いたしました。また、固定資産売却益等の特別利益を354百万円、圧縮記帳積立金等に係

る繰延税金負債の取り崩し等により、法人税等調整額を245百万円計上いたしましたが、店舗網の再

編に伴う事業再編損及び減損損失等の特別損失を856百万円計上したこともあり、当期純損益は864

百万円の損失（前連結会計年度比433百万円の損失減）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 

減税・補助金効果等により、下半期に入り販売台数が増加したことに加え、継続して取り組ん

でまいりました整備・車検等サービス事業への注力による車検入庫台数の増加もあり、下半期は

前年を上回る収益実績となりましたが、上半期の減収（一昨年9月末付で㈱カーネット車楽を解散

した影響を含む）を補完するまでには至らず、自動車関連事業全体の売上高は60,703百万円（前

連結会計年度比9,645百万円減、13.7％減）、売上総利益は13,979百万円（前連結会計年度比919

百万円減、6.2％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連結会計年度に比べ2,383百万円減と大幅

に削減した結果、営業利益は296百万円（前連結会計年度は1,168百万円の営業損失）と黒字に転

換いたしました。 

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438百万円（前連結会計年度比43百万円減、9.1％

減）となりましたが、売上原価の低減により営業利益は239百万円（前連結会計年度比71百万円増、

42.6％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たものの、全体的に顧客のＩ

Ｔ投資減退に回復の兆しが見られず、売上高は6,189百万円（前連結会計年度比689百万円減、

10.0％減）、営業利益は176百万円（前連結会計年度比80百万円減、31.3％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

前年同期に比べ約10％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

2,276百万円（前連結会計年度比834百万円減、26.8％減）と減少いたしましたが、営業損益につ

きましては、販売費及び一般管理費を前連結会計年度に比べ350百万円減と大幅に削減した結果、

営業利益は71百万円（前連結会計年度は80百万円の営業損失）と黒字に転換いたしました。 

 

【販売実績】 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22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 16,701 32,122 88.8 

 中古車 12,844 8,887 66.4 

 その他 － 19,693 94.8 

計 － 60,703 86.3 

不動産関連事業 － 438 90.9 

情報システム関連事業 － 6,189 90.0 

その他の事業 － 2,276 73.2 

合計 － 69,608 86.1 
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（次期の見通し） 

当連結会計年度はエコカー減税及び補助金の効果により、第２四半期以降回復基調で推移してま

いりましたが、エコカー補助金が終了する翌年度下半期以降は新車需要が下振れすることが予想さ

れます。 

このような状況に対処するため、当社グループは平成21年度を初年度とする３ヶ年の中期経営計

画（新TR-10）を修正いたしました。 

自動車関連事業では、予測される新車需要の更なる低下に耐えられるよう、店舗ネットワークを

再編するとともに、間接部門のスリム化を進めてまいります。また、車両保有期間の長期化により

拡大が見込まれるストックビジネス（整備事業）に注力し、整備入庫台数の拡大を図ってまいりま

す。 

不動産関連事業につきましては、店舗ネットワークの再編による余剰設備を外部へ賃貸すること

により、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

業へのシフトを進め、継続する企業のＩＴ投資の低迷に影響されない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23年３月期）の通期連結業績見通しは、売上高70,000百万円、営業利益800百万円、経

常利益100百万円、当期純損失200百万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

1) 資産 

当連結会計年度末における総資産は49,342百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,253百万

円減少しております。これは、主に現金及び預金が494百万円、在庫圧縮により商品が762百万

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1,064百万円、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2,270百万円減少したことによるもので

あります。 

2) 負債 

当連結会計年度末における負債は37,588百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,952百万円

減少しております。これは、主に長短借入金が3,114百万円、長短社債が240百万円、長期預り

金が466百万円減少したことによるものであります。 

3) 純資産 

当連結会計年度末における純資産は11,753百万円となり、前連結会計年度末に比べ301百万円

減少しております。これは、主に株価の上昇により評価・換算差額等が562百万円増加いたしま

したが、当期純損失を計上したことにより利益剰余金が864百万円減少したことによるものであ

ります。 
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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、5,116百万円（前連

結会計年度末比5百万円増）となりました。 

1) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は2,391百万円（前連結会計年度は1,372百万円の支出）であり

ます。これは、主に税金等調整前当期純損失が997百万円、賞与引当金の減少が116百万円、退

職給付引当金の減少が280百万円、売上債権の増加が109百万円ありましたが、たな卸資産の減

少が1,954百万円、仕入債務の増加が581百万円、減価償却費が1,433百万円あったことによるも

のであります。 

2) 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1,118百万円（前連結会計年度末比1,068百万円減）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2,626百万円、出資金の払込による支出が

200百万円ありましたが、定期預金の払戻による収入が500百万円、有形固定資産の売却による

収入が3,252百万円、投資有価証券の売却による収入が78百万円あったことによるものでありま

す。 

3) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果支出した資金は3,508百万円（前連結会計年度は55百万円の収入）であります。

これは、主に社債の償還による支出が240百万円、長短借入金の返済・収入の差引による支出増

が3,251百万円であります。 

 

(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。 

 

(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。当連結会計年度につきましては、中期経営計画（新TR-10）に基づき、店舗ネッ

トワークの再構築と人件費を中心とした固定費の削減に取り組んでまいりました結果、販売費及び

一般管理費を前連結会計年度に比べ2,812百万円削減し、営業利益は177百万円の黒字に転換いたし

ましたが、経常損益は大幅に改善したものの496百万円の損失となりました。 

全体需要が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修正した中期経営計画（新TR-10）に基づき、固定費の更なる削減と、整

備事業を中心としたストックビジネスへの転換による収益の拡大に取り組んでまいります。 

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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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 

・自動車ディーラー事業 

 

・自動車整備事業 

海外

TNC Automotive Inc. 

（Richmond Nissan Ltd.及び 

 Surrey Nissan Ltd.の持株会社） 

Richmond Nissan Ltd. 

Surrey Nissan Ltd. 

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） 
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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 

 

・自動車ディーラー事業 

◎ 東京日産自動車販売㈱ 

◎ ㈱ジャガー東京 

◎ TNC Automotive Inc.（カナダ国）※下記２社の持株会社 

  → ◎ Richmond Nissan Ltd. 

  → ◎ Surrey Nissan Ltd. 

 

・自動車整備事業等 

◎ ㈱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 

その他の関係会社 （計２社） 

日産自動車㈱ 日産ネットワークホールディングス㈱

車両等の仕入

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） 

㈱
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 

当社グループは、新車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

が急務と認識しております。 

このため、本年２月に平成21年度を初年度とする３ヶ年の中期経営計画（新TR-10）を修正し、最

終年度（平成23年度）の経営指標を連結売上高営業利益率2.1％、連結売上高経常利益率1.4％、連

結有利子負債残高128億円としております。 

平成22年３月期は連結売上高営業利益率0.3％（前連結会計年度は△2.0％）、連結売上高経常利

益率△0.7％（前連結会計年度は△2.7％）、連結有利子負債残高175億円（前連結会計年度末は209

億円）となっており、経営指標達成に向けて改善を進めております。 

 

(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、本年度はエコカー減税及び補助金の効果により、第２四半期

以降回復基調で推移してまいりましたが、エコカー補助金が終了する翌年度下半期以降は新車需要

が下振れすることが予想され、環境対応車の投入効果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、本年2月に修正した中期経営計画（新TR-10）に基づき、

構造改革を進めてまいります。 

① 固定費の一層の削減 

新車需要の下振れに耐えられる店舗ネットワークへの更なる再編を実施するとともに、間接部

門のスリム化を進めてまいります。 

また、店舗ネットワークの再編により余剰となった資産については、外部へ賃貸することによ

り、収益の最大化を図ってまいります。 

② ストックビジネス（整備事業）への転換による収益の拡大 

整備事業の位置づけを従来の車両を販売したあとの事業（アフター・セールス）から車両販売

につなげるための事業（ビフォア・セールス）に転換し、営業活動を変革することにより、お客

さまとの取引機会の拡大による入庫台数の増大、さらには新車販売機会の拡大へとつなげてまい

ります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

当社は、景気の自律回復が遅れていることや翌年度下期以降にエコカー減税及び購入補助金制度

が終了することによる新車販売の需要減が当社収益に与える影響を重要視しております。 

基本的には、現中期経営計画「新TR-10」の固定費削減とコア事業への回帰を踏襲したうえで「環

境変化」等を踏まえグループ全体で更なる固定費の削減に取り組んでまいります。 

自動車関連事業では、新車販売は引続き適正粗利の確保に傾注しつつ、更に車両保有の長期化か

ら車検等の安定的需要が見込まれるストックビジネス（整備事業）を重視した取組みを行ってまい

ります。 

ここでは、東京日産自動車販売㈱、㈱エース・オートサービス、㈱車検館の３社を中心に取り組

んでまいります。 

東京日産自動車販売㈱につきましては、営業活動を変革し、新車営業担当者によるサービス獲得

量の増大及び設備と人員の有効活用による生産性向上を目指した新たな取組みを実施してまいりま

す。 

㈱エース・オートサービスでは、グループ外企業との取引拡大により車体整備事業の拡大を図っ

てまいります。 

㈱車検館につきましては、直営店舗を今後も年間１～２店新規出店するとともに、フランチャイ

ズ店の拡大及び車検館の第２ブランドである「車検壱番館」のネットワーク構築を強化してまいり

ます。 

固定費削減のアクションプランとしましては、経営環境に合わせ、主要事業会社の東京日産自動

車販売㈱の店舗ネットワーク再編及びグループ全体での設備適正化を図るとともに、外部賃貸物件

の見直しにより設備費の一層の削減を図ってまいります。 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,610 5,116

受取手形及び売掛金 6,285 6,419

商品 3,450 2,688

仕掛品 75 76

貯蔵品 24 41

その他 3,139 2,074

貸倒引当金 △39 △11

流動資産合計 18,546 16,405

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,429 6,849

機械装置及び運搬具（純額） 1,441 1,794

リース資産（純額） 46 39

土地 21,470 19,368

建設仮勘定 1 137

その他（純額） 323 252

有形固定資産合計 30,713 28,442

無形固定資産 650 375

投資その他の資産   

投資有価証券 1,490 1,832

長期貸付金 37 －

その他 2,259 2,374

貸倒引当金 △101 △88

投資その他の資産合計 3,685 4,118

固定資産合計 35,048 32,936

資産合計 53,595 49,342
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,757 12,301

短期借入金 6,924 4,425

1年内返済予定の長期借入金 5,122 4,867

1年内償還予定の社債 240 100

未払法人税等 169 67

賞与引当金 459 343

その他 3,201 3,072

流動負債合計 27,874 25,177

固定負債   

社債 550 450

長期借入金 8,105 7,744

繰延税金負債 433 265

退職給付引当金 3,868 3,587

役員退職慰労引当金 49 17

長期預り金 648 182

その他 10 163

固定負債合計 13,666 12,411

負債合計 41,541 37,588

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 △4,154 △5,019

自己株式 △12 △12

株主資本合計 11,935 11,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △379 30

為替換算調整勘定 △192 △40

評価・換算差額等合計 △571 △9

少数株主持分 691 692

純資産合計 12,054 11,753

負債純資産合計 53,595 49,342
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 80,820 69,608

売上原価 63,641 53,481

売上総利益 17,178 16,126

販売費及び一般管理費 18,761 15,948

営業利益又は営業損失（△） △1,582 177

営業外収益   

受取利息 28 3

受取配当金 69 22

持分法による投資利益 156 －

雑収入 112 44

営業外収益合計 368 69

営業外費用   

支払割賦手数料 80 44

支払利息 565 477

支払手数料 95 107

雑損失 194 115

営業外費用合計 936 743

経常損失（△） △2,150 △496

特別利益   

固定資産売却益 2,725 294

投資有価証券売却益 233 38

貸倒引当金戻入額 48 21

特別利益合計 3,007 354

特別損失   

固定資産除売却損 1,086 151

固定資産評価損 － 134

減損損失 30 262

事業再編損 － 176

関係会社整理損 176 －

投資有価証券評価損 378 48

特別退職金 260 67

貸倒引当金繰入額 37 －

その他 59 14

特別損失合計 2,029 856

税金等調整前当期純損失（△） △1,172 △997

法人税、住民税及び事業税 151 97

法人税等調整額 △41 △245

法人税等合計 110 △147

少数株主利益 15 13

当期純損失（△） △1,297 △864
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,752 13,752

当期末残高 13,752 13,752

資本剰余金   

前期末残高 2,350 2,350

当期末残高 2,350 2,350

利益剰余金   

前期末残高 △2,901 △4,154

当期変動額   

当期純損失（△） △1,297 △864

持分法の適用範囲の変動 44 －

連結範囲の変動 0 －

当期変動額合計 △1,253 △864

当期末残高 △4,154 △5,019

自己株式   

前期末残高 △11 △12

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 △12 △12

株主資本合計   

前期末残高 13,188 11,935

当期変動額   

当期純損失（△） △1,297 △864

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 0 －

当期変動額合計 △1,253 △864

当期末残高 11,935 11,070
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 △11 △379

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △368 410

当期変動額合計 △368 410

当期末残高 △379 30

為替換算調整勘定   

前期末残高 251 △192

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △443 152

当期変動額合計 △443 152

当期末残高 △192 △40

評価・換算差額等合計   

前期末残高 240 △571

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △812 562

当期変動額合計 △812 562

当期末残高 △571 △9

少数株主持分   

前期末残高 704 691

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 1

当期変動額合計 △13 1

当期末残高 691 692

純資産合計   

前期末残高 14,133 12,054

当期変動額   

当期純損失（△） △1,297 △864

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 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △825 563

当期変動額合計 △2,078 △301

当期末残高 12,054 11,753
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △1,172 △997

減価償却費 1,871 1,433

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △32

関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少） △15 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △171 △116

退職給付引当金の増減額（△は減少） △517 △280

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △31

受取利息及び受取配当金 △98 △25

支払利息 565 477

持分法による投資損益（△は益） △156 －

固定資産除売却損益（△は益） △1,672 △143

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 145 10

事業再編損失 － 176

関係会社整理損 176 －

減損損失 30 262

固定資産評価損 － 134

売上債権の増減額（△は増加） 6,617 △109

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,772 1,954

仕入債務の増減額（△は減少） △9,524 581

未払消費税等の増減額（△は減少） 292 △217

その他 72 △250

小計 △783 2,825

利息及び配当金の受取額 129 57

利息の支払額 △567 △488

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － △3

法人税等の支払額 △151 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,372 2,391

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1 500

有形固定資産の取得による支出 △5,951 △2,626

有形固定資産の売却による収入 6,703 3,252

投資有価証券の取得による支出 △39 －

投資有価証券の売却による収入 632 78

貸付けによる支出 △37 －

貸付金の回収による収入 1,003 －

出資金の払込による支出 － △200

その他 △124 114

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,187 1,118
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,482 △2,565

長期借入れによる収入 3,150 5,250

長期借入金の返済による支出 △3,866 △5,935

社債の償還による支出 △680 △240

配当金の支払額 △1 △0

少数株主への配当金の支払額 △29 △14

その他 △0 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 55 △3,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 842 5

現金及び現金同等物の期首残高 4,272 5,110

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4 －

現金及び現金同等物の期末残高 5,110 5,116
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

１．連結の範囲に関する

事項 

(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Surrey 

Nissan Ltd.を連結の範囲に含めて

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。 

 

 (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、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 

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。 

(2) 持分法適用の関連会社 

該当ありません。 

 (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 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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、 TNC Automotive 

Inc.、Richmond Nissan Ltd.及びSurrey 

Nissan Ltd.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。 

同  左 

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）、仕掛品（システム導入関

連） 

…個別法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）

商品（修理部品・部品）、仕掛品

（修理部品・部品・整備関連）、

貯蔵品 

… 終仕入原価法による原価法

（収益性の低下による簿価切下

げの方法） 

② たな卸資産 

商品（新車・中古車・コンピュー

タ）、仕掛品（システム導入関

連） 

…個別法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）

商品（修理部品・部品）、仕掛品

（修理部品・部品・整備関連）、

貯蔵品 

… 終仕入原価法による原価法

（収益性の低下による簿価切下

げの方法） 

 （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 

－ 19 －

㈱東日カーライフグループ(8291)　平成22年3月期　決算短信



項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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（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。 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

同  左 

 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 

同  左 

 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

額を零とする定額法によっておりま

す。 

③ リース資産 

同  左 

 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 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。 

② 賞与引当金 

同  左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

 ③ 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。 

③ 退職給付引当金 

同  左 

  （会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

本会計基準の適用に伴い発生する退

職給付債務の差額の未処理残高はあ

りません。このため、翌連結会計年

度に償却する数理計算上の差異に与

える影響もありません。 

 ④ 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。 

④ 役員退職慰労引当金 

同  左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

 (4) 重要な収益及び費

用の計上基準 

――――― 完成工事高及び完成工事原価の計上基

準 

一部の連結子会社については、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

連結会計年度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。 

  （会計方針の変更） 

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

ついては、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）を当連結会計年

度から適用し、当連結会計年度に着

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

で当連結会計年度末までの進捗部分

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。 

 (5) 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 

－ 22 －

㈱東日カーライフグループ(8291)　平成22年3月期　決算短信



項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

 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

程」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 

 (6) 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 

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 

 

－ 23 －

㈱東日カーライフグループ(8291)　平成22年3月期　決算短信



 

 

(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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22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、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、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き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」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表） ――――― 

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」は 5,310 百万円、「仕掛品」は 84 百万円、
「貯蔵品」は 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） （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、Ｅ
ＤＩＮＥＴ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。 

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「法人税等の支払額」
は、当連結会計年度より「法人税等の支払額又は還付
額（△は支払）」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「法人税等の支払額」
及び「法人税等の還付額」はそれぞれ 198 百万円、
195 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ＸＢＲ
Ｌ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。 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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 
60,703 438 6,189 2,276 69,608 － 69,608

 (2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
9 － 303 300 613 (613) －

計 60,712 438 6,493 2,576 70,221 (613) 69,608

  営業費用 60,416 199 6,317 2,505 69,438 (8) 69,430

  営業利益 296 239 176 71 782 (605) 177

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
   

  資産 33,962 2,744 2,936 2,339 41,982 7,359 49,342

  減価償却費 1,225 52 30 27 1,335 97 1,433

  減損損失 － 262 － － 262 － 262

  資本的支出 2,470 3 15 38 2,528 19 2,547

(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（603百万円）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（7,499百万円）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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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

平成 21 年４月１日 至 平成 22 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 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 

平成 21 年４月１日 至 平成 22 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、金融商品関係、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、企業結合等、賃貸等不動産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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 170円64銭

１株当たり当期純損失金額 19円49銭

１株当たり純資産額 166円11銭

１株当たり当期純損失金額 12円98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、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。 

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株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日)

当期純損失（百万円） 1,297 864

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損失（百万円） 1,297 864

普通株式の期中平均株式数（千株） 66,593 66,589

 

 

（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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,263 3,909

売掛金 23 －

貯蔵品 0 0

前払費用 147 190

未収入金 1,373 65

その他 3 0

流動資産合計 5,813 4,165

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,313 13,346

減価償却累計額 △6,792 △7,537

建物（純額） 5,521 5,808

構築物 1,021 1,258

減価償却累計額 △669 △939

構築物（純額） 351 318

機械及び装置 20 28

減価償却累計額 △19 △18

機械及び装置（純額） 1 9

車両運搬具 2 －

減価償却累計額 △1 －

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品 962 837

減価償却累計額 △816 △712

工具、器具及び備品（純額） 146 125

土地 18,607 20,246

リース資産 13 13

減価償却累計額 △1 △3

リース資産（純額） 12 9

有形固定資産合計 24,641 26,518

無形固定資産   

ソフトウエア 98 59

電話加入権 16 －

無形固定資産合計 115 59
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,339 1,679

関係会社株式 7,043 6,543

出資金 0 200

関係会社長期貸付金 9,128 8,110

長期前払費用 70 120

敷金及び保証金 1,556 1,381

破産更生債権等 13 4

その他 23 6

関係会社投資等損失引当金 △8,277 △9,171

貸倒引当金 △9 △4

投資その他の資産合計 10,887 8,870

固定資産合計 35,644 35,447

資産合計 41,457 39,613

負債の部   

流動負債   

支払手形 10 6

買掛金 3 －

短期借入金 6,482 4,084

1年内返済予定の長期借入金 5,000 4,804

1年内償還予定の社債 140 100

リース債務 2 2

未払金 25 27

未払費用 503 85

未払法人税等 19 23

未払消費税等 47 6

前受金 37 34

預り金 8,915 9,992

前受収益 19 22

賞与引当金 7 2

流動負債合計 21,216 19,194

－ 31 －

㈱東日カーライフグループ(8291)　平成22年3月期　決算短信



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 － 450

長期借入金 6,455 7,277

リース債務 10 7

繰延税金負債 425 253

退職給付引当金 70 8

長期未払金 － 155

長期預り金 621 154

固定負債合計 7,583 8,307

負債合計 28,799 27,502

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 619 339

別途積立金 2,600 2,600

繰越利益剰余金 △6,344 △7,019

利益剰余金合計 △3,038 △3,992

自己株式 △12 △12

株主資本合計 13,037 12,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △378 29

評価・換算差額等合計 △378 29

純資産合計 12,658 12,111

負債純資産合計 41,457 39,613
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,706 3,246

売上原価 2,356 2,263

売上総利益 1,350 983

販売費及び一般管理費 946 645

営業利益 403 337

営業外収益   

受取利息 130 46

受取配当金 63 18

雑収入 36 4

営業外収益合計 229 69

営業外費用   

支払利息 644 453

貸倒引当金繰入額 － 3

雑損失 91 80

営業外費用合計 736 536

経常損失（△） △103 △128

特別利益   

固定資産売却益 2,692 293

投資有価証券売却益 18 31

その他 27 －

特別利益合計 2,738 324

特別損失   

関係会社投資等損失引当金繰入額 613 894

固定資産除売却損 64 46

減損損失 － 262

事業再編損 － 88

投資有価証券評価損 302 48

投資有価証券売却損 93 －

関係会社株式評価損 2,854 －

特別退職金 22 －

関係会社整理損 13 －

その他 7 0

特別損失合計 3,971 1,340

税引前当期純損失（△） △1,337 △1,144

法人税、住民税及び事業税 5 2

法人税等調整額 △8 △192

法人税等合計 △3 △189

当期純損失（△） △1,333 △954
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,752 13,752

当期末残高 13,752 13,752

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,335 2,335

当期末残高 2,335 2,335

資本剰余金合計   

前期末残高 2,335 2,335

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 632 619

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △13 △279

当期変動額合計 △13 △279

当期末残高 619 339

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 △5,024 △6,344

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 13 279

当期純損失（△） △1,333 △954

当期変動額合計 △1,320 △674

当期末残高 △6,344 △7,019

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,704 △3,038

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △1,333 △954

当期変動額合計 △1,333 △954

当期末残高 △3,038 △3,992
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △11 △12

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 △12 △12

株主資本合計   

前期末残高 14,370 13,037

当期変動額   

当期純損失（△） △1,333 △954

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △1,333 △955

当期末残高 13,037 12,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △34 △378

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △344 408

当期変動額合計 △344 408

当期末残高 △378 29

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △34 △378

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △344 408

当期変動額合計 △344 408

当期末残高 △378 29

純資産合計   

前期末残高 14,336 12,658

当期変動額   

当期純損失（△） △1,333 △954

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） △344 408

当期変動額合計 △1,678 △546

当期末残高 12,658 12,111
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

（貸借対照表） ――――― 

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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