
平成23年１月28日 

各   位 

会 社 名 株式会社東日カーライフグループ 

代 表 者 取締役社長 永 安 省 三 

     （ｺｰﾄﾞ番号8291 東証第一部） 

問合せ先 広報・IRｸﾞﾙｰﾌﾟ 染 谷 伸 郎 

     （TEL.03 – 5496 - 5234） 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

記 

 

当社は、平成23年１月12日付「当社子会社における第三者調査委員会調査報告書の受領に関するお知ら

せについて」においてお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社の東京日産コンピュータシステム株

式会社（以下TCS）の過年度決算訂正を受け、当社平成22年３月期 決算短信、平成23年３月期 第１四半

期決算短信、平成23年３月期 第２四半期決算短信の訂正を行うことを決定し、確定作業を進めてまいり

ました。このたびその訂正内容が確定いたしましたので「平成22年３月期 決算短信」の一部訂正につい

て添付のとおり（訂正箇所には下線を付して表示しております。）お知らせいたします。 

なお、平成23年３月期 第１四半期決算短信、平成23年３月期 第２四半期決算短信の訂正および当社グ

ループとしての再発防止策等につきましては、本日別途公表しております。 

 

 

 

 

以 上 

 



平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月17日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社東日カーライフグループ 上場取引所 東 

コード番号 8291 URL http://www.tn-carlife.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 永安 省三

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 安念 一智 TEL 03-5496-5203
定時株主総会開催予定日 平成22年6月24日 有価証券報告書提出予定日 平成22年6月24日

配当支払開始予定日 ―

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

（訂正前）
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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。 
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平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月17日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社東日カーライフグループ 上場取引所 東 

コード番号 8291 URL http://www.tn-carlife.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 永安 省三

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 安念 一智 TEL 03-5496-5203
定時株主総会開催予定日 平成22年6月24日 有価証券報告書提出予定日 平成22年6月24日

配当支払開始予定日 ―

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 △13.9 162 ― △511 ― △893 ―

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 △13.42 ― △8.0 △1.0 0.2
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 49,287 11,699 22.4 165.68
21年3月期 53,595 12,054 21.2 170.64

（参考） 自己資本   22年3月期  11,032百万円 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

（訂正後）
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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。 
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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） 

（訂正前） 

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。 
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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。 

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。 

 

（訂正後） 

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2,797百万円減と大幅に削減した結果、営業利益は162百万円（前連結会計年度は1,582

百万円の営業損失）、経常損益は511百万円の損失（前連結会計年度比1,638百万円の損失減）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282百万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932百万円計上したこともあり、当期純損益は893

百万円の損失（前連結会計年度比404百万円の損失減）となりました。 
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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。 

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161百万円（前連結会計年度比95百万円減、37.0％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。 
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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 

（訂正前） 

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。 

 

（訂正後） 

1) 資産 

当連結会計年度末における総資産は49,287百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,307百万

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1,060百万円、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11,699百万円となり、前連結会計年度末に比べ355百万円

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893百万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 

（訂正前） 

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。 

 

（訂正後） 

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1,089百万円、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1,448百万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。 
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(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

（訂正前） 

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。 

 

（訂正後） 

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2,797百万円削減し、営業利益は162百万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511百万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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３．経営方針 

(2) 目標とする経営指標 

（訂正前） 

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。 

 

（訂正後） 

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0.2％（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。 
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（訂正前） 

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

－ 12 －



(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

－ 13 －



  
（訂正後） 

(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 2,079

貸倒引当金 △39 △11

流動資産合計 18,546 16,410

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 650 279

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 2,412

貸倒引当金 △101 △88

投資その他の資産合計 3,685 4,155

固定資産合計 35,048 32,877

資産合計 53,595 49,287

－ 14 －



(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 △5,048

自己株式 △12 △12

株主資本合計 11,935 11,041

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 691 667

純資産合計 12,054 11,699

負債純資産合計 53,595 49,287

－ 15 －



（訂正前） 

(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

－ 16 －



  
（訂正後） 

(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 15,963

営業利益又は営業損失（△） △1,582 162

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 △511

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 1,086 362

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 2,029 932

税金等調整前当期純損失（△） △1,172 △1,089

法人税、住民税及び事業税 151 97

法人税等調整額 △41 △282

法人税等合計 110 △184

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15 △11

当期純損失（△） △1,297 △893

－ 17 －



（訂正前） 

(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

－ 18 －



(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

－ 19 －



  
（訂正後） 

(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 △893

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 △893

当期末残高 △4,154 △5,048

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 △893

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 △893

当期末残高 11,935 11,041

－ 20 －



(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 △23

当期変動額合計 △13 △23

当期末残高 691 667

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 △893

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） △825 538

当期変動額合計 △2,078 △355

当期末残高 12,054 11,699

－ 21 －



（訂正前） 

(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

－ 22 －



(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

－ 23 －



  
（訂正後） 

(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 △1,089

減価償却費 1,871 1,448

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 67

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

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

－ 24 －



(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

－ 25 －



 

 

(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】 

（訂正前） 

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。 

－ 26 －



 

 

（訂正後） 

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 6,331 2,505 69,453 (8) 69,445

  営業利益 296 239 161 71 767 (605) 162

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 2,881 2,339 41,928 7,359 49,287

  減価償却費 1,225 52 45 27 1,350 97 1,448

  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。 
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（１株当たり情報） 

（訂正前） 

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

 

 

（訂正後） 

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 165円68銭

１株当たり当期純損失金額 13円42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） 1,297 893

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） 1,297 893

普通株式の期中平均株式数（千株） 66,593 66,589

 

 

－ 28 －
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