
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23年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

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23年３月期 第２四半期決算短信〔日本基

準〕（連結）」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23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月5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
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 34,470 7.2 △182 ― △449 ― △964 ―

22年3月期第2四半期 32,150 △26.3 △778 ― △1,123 ― △1,338 ―

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

23年3月期第2四半期 △14.49 ―

22年3月期第2四半期 △20.10 ―

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

23年3月期第2四半期 48,784 10,706 20.5 149.98
22年3月期 49,342 11,753 22.4 166.11

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,987百万円 22年3月期  11,061百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 68,000 △2.3 800 350.3 200 ― 1,300 ― 19.52

（訂正前）
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表
の四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】4ページ「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 66,635,063株 22年3月期  66,635,063株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  47,653株 22年3月期  46,943株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 66,587,736株 22年3月期2Q 66,590,467株
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平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月5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
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 34,470 7.2 △180 ― △447 ― △963 ―

22年3月期第2四半期 32,150 △26.3 △778 ― △1,123 ― △1,338 ―

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

23年3月期第2四半期 △14.48 ―

22年3月期第2四半期 △20.10 ―

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

23年3月期第2四半期 48,728 10,653 20.4 149.56
22年3月期 49,287 11,699 22.4 165.68

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,958百万円 22年3月期  11,032百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 68,000 △2.3 800 350.3 200 ― 1,300 ― 19.52

（訂正後）
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表
の四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】4ページ「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 66,635,063株 22年3月期  66,635,063株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  47,653株 22年3月期  46,943株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 66,587,736株 22年3月期2Q 66,590,467株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国・アジア等を中心とした新興国における経済

回復を背景とした輸出の増加や経済対策により、緩やかな回復基調となったものの、株価の低迷・急激

な円高の進行などにより景気停滞及び下振れ懸念が強まり、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの主力である自動車関連業界におきましては、エコカー減税及びエコカー補助金の効果

が継続したこともあり、軽自動車を含む国内新車販売の全体需要は前年同四半期比16.8％増となり、回

復傾向で推移いたしました。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につきま

しては、前年同四半期比11.0％増と全国に比べ大きく回復が遅れております。 

このような状況の下、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、昨年度に

実施した店舗閉鎖による減少要因もありましたが、減税・補助金対象車中心の拡販に取り組んだ結果、

同社の新車販売台数は前年同四半期比6.1％増となり、輸入車を含めた当社グループ全体の新車販売台

数は前年同四半期比6.0％増となりました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は34,470百万円（前年同四

半期比2,320百万円増、7.2％増）、売上総利益は7,642百万円（前年同四半期比357百万円増、4.9％

増）となりました。営業費につきましては、引き続き当社グループ全体での削減に取り組み、販売費及

び一般管理費を前年同四半期に比べ239百万円削減した結果、営業損益は182百万円の損失（前年同四半

期比596百万円の損失減）、経常損益は449百万円の損失（前年同四半期比674百万円の損失減）と損失

ながら大幅に改善いたしました。また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額、自立支援優遇措置

実施に伴う特別退職金及び子会社株式の譲渡に伴う関係会社整理損等の特別損失を433百万円計上いた

しましたが、四半期純損益は964百万円の損失（前年同四半期比373百万円の損失減）にとどまりました。 

 

報告セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 自動車関連事業 

エコカー減税・補助金効果による販売台数の増加に伴い、売上高及び売上総利益が改善した結果、

自動車関連事業の売上高は30,504百万円、セグメント損益は103百万円の損失にとどまりました。 

② 不動産関連事業 

昨年度に実施した店舗閉鎖後の空き物件について新たな賃貸先が入居となり、ほぼ100％の入居率

で推移した結果、売上高は155百万円、セグメント利益は64百万円となりました。 

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、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するとともに、顧客のＩＴ投資が回復傾向にあること

等により、売上高は2,727百万円、セグメント利益は102百万円となりました。 

 

(注) 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しているため、各セグメントの前

年同四半期との金額比較は記載しておりません。 
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（訂正後） 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国・アジア等を中心とした新興国における経済

回復を背景とした輸出の増加や経済対策により、緩やかな回復基調となったものの、株価の低迷・急激

な円高の進行などにより景気停滞及び下振れ懸念が強まり、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの主力である自動車関連業界におきましては、エコカー減税及びエコカー補助金の効果

が継続したこともあり、軽自動車を含む国内新車販売の全体需要は前年同四半期比16.8％増となり、回

復傾向で推移いたしました。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につきま

しては、前年同四半期比11.0％増と全国に比べ大きく回復が遅れております。 

このような状況の下、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、昨年度に

実施した店舗閉鎖による減少要因もありましたが、減税・補助金対象車中心の拡販に取り組んだ結果、

同社の新車販売台数は前年同四半期比6.1％増となり、輸入車を含めた当社グループ全体の新車販売台

数は前年同四半期比6.0％増となりました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は34,470百万円（前年同四

半期比2,320百万円増、7.2％増）、売上総利益は7,642百万円（前年同四半期比357百万円増、4.9％

増）となりました。営業費につきましては、引き続き当社グループ全体での削減に取り組み、販売費及

び一般管理費を前年同四半期に比べ241百万円削減した結果、営業損益は180百万円の損失（前年同四半

期比598百万円の損失減）、経常損益は447百万円の損失（前年同四半期比676百万円の損失減）と損失

ながら大幅に改善いたしました。また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額、自立支援優遇措置

実施に伴う特別退職金及び子会社株式の譲渡に伴う関係会社整理損等の特別損失を433百万円計上いた

しましたが、四半期純損益は963百万円の損失（前年同四半期比374百万円の損失減）にとどまりました。 

 

報告セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 自動車関連事業 

エコカー減税・補助金効果による販売台数の増加に伴い、売上高及び売上総利益が改善した結果、

自動車関連事業の売上高は30,504百万円、セグメント損益は103百万円の損失にとどまりました。 

② 不動産関連事業 

昨年度に実施した店舗閉鎖後の空き物件について新たな賃貸先が入居となり、ほぼ100％の入居率

で推移した結果、売上高は155百万円、セグメント利益は64百万円となりました。 

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、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するとともに、顧客のＩＴ投資が回復傾向にあること

等により、売上高は2,727百万円、セグメント利益は104百万円となりました。 

 

(注) 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しているため、各セグメントの前

年同四半期との金額比較は記載しておりません。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

① 資産 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は48,784百万円となり、前連結会計年度末に比べ557

百万円減少しております。これは、主に現金及び預金が2,164百万円、商品が721百万円増加いたしま

したが、受取手形及び売掛金が1,276百万円、その他流動資産が593百万円、有形固定資産が1,100百

万円、投資有価証券が200百万円、その他投資資産が267百万円減少したことによるものであります。 

② 負債 

当第２四半期連結会計期間末における負債は38,077百万円となり、前連結会計年度末に比べ489百

万円増加しております。これは、主に長短借入金が217百万円、社債が50百万円、退職給付引当金が

316百万円、その他固定負債が114百万円減少いたしましたが、資産除去債務が303百万円、支払手形

及び買掛金が319百万円、賞与引当金が187百万円、その他流動負債が376百万円増加したことによる

ものであります。 

③ 純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は10,706百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,047百万円減少しております。これは、主に四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が964百

万円、株価の下落及び円高により評価・換算差額等が109百万円減少したことによるものであります。 

 

（訂正後） 

① 資産 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は48,728百万円となり、前連結会計年度末に比べ559

百万円減少しております。これは、主に現金及び預金が2,164百万円、商品が721百万円増加いたしま

したが、受取手形及び売掛金が1,276百万円、その他流動資産が597百万円、有形固定資産が1,100百

万円、投資有価証券が200百万円、その他投資資産が271百万円減少したことによるものであります。 

② 負債 

当第２四半期連結会計期間末における負債は38,074百万円となり、前連結会計年度末に比べ486百

万円増加しております。これは、主に長短借入金が217百万円、社債が50百万円、退職給付引当金が

316百万円、その他固定負債が114百万円減少いたしましたが、資産除去債務が303百万円、支払手形

及び買掛金が319百万円、賞与引当金が187百万円、その他流動負債が376百万円増加したことによる

ものであります。 

③ 純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は10,653百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,045百万円減少しております。これは、主に四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が963百

万円、株価の下落及び円高により評価・換算差額等が109百万円減少したことによるものであります。 
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２．その他の情報 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

（訂正前） 

当社グループは、前連結会計年度において営業利益は177百万円と黒字に転換いたしましたが、経常

損益に関しましては大幅に改善したものの496百万円の損失となりました。当第２四半期連結累計期間

につきましては、中期経営計画（新TR-10）の実行により計画通りに進捗いたしましたが、営業損益は

182百万円の損失、経常損益は449百万円の損失となりました。 

全体需要が不透明な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、継続企業の前提に関する重要な事象が存在しております。 

自動車関連事業を取り巻く環境は、エコカー減税及びエコカー補助金の効果により、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した下半期以降は新車需要が下振れするものと認識してお

ります。更に、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など、厳しい市場環境が今後も

継続することが予想されます。 

このような状況の下、日産自動車による環境対応車の投入効果に加え、当社グループといたしまして

は当該状況の解消のため、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拡大と、固定費

の更なる削減を中心とした中期経営計画（新TR-10）の実行により、安定して収益計上ができる体質へ

の改善を実現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営業利益は162百万円と黒字に転換いたしましたが、経常

損益に関しましては大幅に改善したものの511百万円の損失となりました。当第２四半期連結累計期間

につきましては、中期経営計画（新TR-10）の実行により計画通りに進捗いたしましたが、営業損益は

180百万円の損失、経常損益は447百万円の損失となりました。 

全体需要が不透明な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、継続企業の前提に関する重要な事象が存在しております。 

自動車関連事業を取り巻く環境は、エコカー減税及びエコカー補助金の効果により、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した下半期以降は新車需要が下振れするものと認識してお

ります。更に、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など、厳しい市場環境が今後も

継続することが予想されます。 

このような状況の下、日産自動車による環境対応車の投入効果に加え、当社グループといたしまして

は当該状況の解消のため、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拡大と、固定費

の更なる削減を中心とした中期経営計画（新TR-10）の実行により、安定して収益計上ができる体質へ

の改善を実現できるものと確信しております。 
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（訂正前） 

３．四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,281 5,116

受取手形及び売掛金 5,143 6,419

商品 3,410 2,688

仕掛品 110 76

貯蔵品 18 41

その他 1,481 2,074

貸倒引当金 △3 △11

流動資産合計 17,441 16,405

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,665 6,582

土地 18,329 19,368

その他（純額） 2,346 2,490

有形固定資産合計 27,341 28,442

無形固定資産 329 375

投資その他の資産

投資有価証券 1,632 1,832

その他 2,107 2,374

貸倒引当金 △68 △88

投資その他の資産合計 3,671 4,118

固定資産合計 31,342 32,936

資産合計 48,784 49,342

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,621 12,301

短期借入金 1,401 4,425

1年内返済予定の長期借入金 2,934 4,867

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 108 67

賞与引当金 530 343

その他 3,448 3,072

流動負債合計 21,145 25,177
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

固定負債

社債 400 450

長期借入金 12,483 7,744

繰延税金負債 239 265

退職給付引当金 3,271 3,587

役員退職慰労引当金 17 17

資産除去債務 303 －

長期預り金 167 182

その他 49 163

固定負債合計 16,932 12,411

負債合計 38,077 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 △5,983 △5,019

自己株式 △12 △12

株主資本合計 10,105 11,070

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △27 30

為替換算調整勘定 △91 △40

評価・換算差額等合計 △118 △9

少数株主持分 719 692

純資産合計 10,706 11,753

負債純資産合計 48,784 49,342
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（訂正後） 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,281 5,116

受取手形及び売掛金 5,143 6,419

商品 3,410 2,688

仕掛品 110 76

貯蔵品 18 41

その他 1,481 2,079

貸倒引当金 △3 △11

流動資産合計 17,441 16,410

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,665 6,582

土地 18,329 19,368

その他（純額） 2,346 2,490

有形固定資産合計 27,341 28,442

無形固定資産 240 279

投資その他の資産

投資有価証券 1,632 1,832

その他 2,140 2,412

貸倒引当金 △68 △88

投資その他の資産合計 3,704 4,155

固定資産合計 31,286 32,877

資産合計 48,728 49,287

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,621 12,301

短期借入金 1,401 4,425

1年内返済予定の長期借入金 2,934 4,867

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 105 67

賞与引当金 530 343

その他 3,448 3,072

流動負債合計 21,142 25,177
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

固定負債

社債 400 450

長期借入金 12,483 7,744

繰延税金負債 239 265

退職給付引当金 3,271 3,587

役員退職慰労引当金 17 17

資産除去債務 303 －

長期預り金 167 182

その他 49 163

固定負債合計 16,932 12,411

負債合計 38,074 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 △6,012 △5,048

自己株式 △12 △12

株主資本合計 10,077 11,041

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △27 30

為替換算調整勘定 △91 △40

評価・換算差額等合計 △118 △9

少数株主持分 694 667

純資産合計 10,653 11,699

負債純資産合計 48,728 49,287
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（訂正前） 

(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 32,150 34,470

売上原価 24,865 26,827

売上総利益 7,285 7,642

販売費及び一般管理費 8,064 7,825

営業損失（△） △778 △182

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 4 37

保険返戻金 － 34

雑収入 15 16

営業外収益合計 22 89

営業外費用

支払割賦手数料 22 18

支払利息 250 233

雑損失 94 104

営業外費用合計 367 356

経常損失（△） △1,123 △449

特別利益

固定資産売却益 28 4

貸倒引当金戻入額 23 1

投資有価証券売却益 9 26

特別利益合計 61 32

特別損失

固定資産除売却損 87 22

関係会社整理損 － 96

特別退職金 － 238

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 73

事業再編損 161 －

その他 7 1

特別損失合計 256 433

税金等調整前四半期純損失（△） △1,318 △849

法人税、住民税及び事業税 30 82

法人税等調整額 1 △8

法人税等合計 32 73

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △923

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12 41

四半期純損失（△） △1,338 △964
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（訂正後） 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 32,150 34,470

売上原価 24,865 26,827

売上総利益 7,285 7,642

販売費及び一般管理費 8,064 7,823

営業損失（△） △778 △180

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 4 37

保険返戻金 － 34

雑収入 15 16

営業外収益合計 22 89

営業外費用

支払割賦手数料 22 18

支払利息 250 233

雑損失 94 104

営業外費用合計 367 356

経常損失（△） △1,123 △447

特別利益

固定資産売却益 28 4

貸倒引当金戻入額 23 1

投資有価証券売却益 9 26

特別利益合計 61 32

特別損失

固定資産除売却損 87 22

関係会社整理損 － 96

特別退職金 － 238

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 73

事業再編損 161 －

その他 7 1

特別損失合計 256 433

税金等調整前四半期純損失（△） △1,318 △847

法人税、住民税及び事業税 30 79

法人税等調整額 1 △5

法人税等合計 32 74

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △922

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12 41

四半期純損失（△） △1,338 △963
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(4) セグメント情報 

【セグメント情報】 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（訂正前） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 自 動 車 
関連事業 

不 動 産
関連事業

情  報
システム
関連事業

計 

 
その他
(注) １

合計 
 

調整額
(注) ２

四 半 期
連結損益
計 算 書
計 上 額
(注) ３

売上高   

 外部顧客への売上高 30,504 155 2,727 33,388 1,082 34,470 － 34,470

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
3 － 127 130 117 248 △248 －

計 30,508 155 2,854 33,518 1,200 34,718 △248 34,470

セグメント利益又は損失(△) △103 64 102 64 18 82 △264 △182

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業及び自動車教習所事

業であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△264百万円は、各報告セグメントに配分していない配賦不能営業

費用であり、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と一致しております。 

 

（訂正後） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 自 動 車 
関連事業 

不 動 産
関連事業

情  報
システム
関連事業

計 

 
その他
(注) １

合計 
 

調整額
(注) ２

四 半 期
連結損益
計 算 書
計 上 額
(注) ３

売上高   

 外部顧客への売上高 30,504 155 2,727 33,388 1,082 34,470 － 34,470

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
3 － 127 130 117 248 △248 －

計 30,508 155 2,854 33,518 1,200 34,718 △248 34,470

セグメント利益又は損失(△) △103 64 104 66 18 84 △264 △180

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業及び自動車教習所事

業であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△264百万円は、各報告セグメントに配分していない配賦不能営業

費用であり、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と一致しております。 

 

－ 15 －
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