
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１四半期決算短信〔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１四半期決算短信〔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23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成22年８月６日 

 

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８月13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  
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

(1) 連結経営成績（累計） 

（訂正前） 

（％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１四半期 14,723 2.9 △474 － △597 － △721 －

22年３月期第１四半期 14,305 △32.5 △725 － △910 － △893 －

 

 
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１四半期 △10.83 －

22年３月期第１四半期 △13.42 －

 

（訂正後） 

（％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１四半期 14,723 2.9 △474 － △597 － △721 －

22年３月期第１四半期 14,305 △32.5 △725 － △910 － △893 －

 

 
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１四半期 △10.84 －

22年３月期第１四半期 △13.42 －

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 1 －



 

 

(2) 連結財政状態 

（訂正前） 

 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１四半期 44,685 11,056 23.2 155.68

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１四半期 10,366百万円  22年３月期 11,061百万円 

 

 

（訂正後） 

 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１四半期 44,630 11,002 23.2 155.24

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１四半期 10,337百万円  22年３月期 11,032百万円 

 
 

－ 2 －



 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

① 資産 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は44,685百万円となり、前連結会計年度末に比べ

4,657百万円減少しております。これは、主に現金及び預金が780百万円、受取手形及び売掛金が

2,214百万円、商品が110百万円、その他流動資産が771百万円、有形固定資産が626百万円、投資有価

証券が108百万円減少したことによるものであります。 

② 負債 

当第１四半期連結会計期間末における負債は33,628百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,960

百万円減少しております。これは、主に長短借入金が260百万円、資産除去債務が302百万円増加いた

しましたが、支払手形及び買掛金が3,833百万円、その他流動負債が474百万円、その他固定負債が

130百万円減少したことによるものであります。 

③ 純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は11,056百万円となり、前連結会計年度末に比べ696

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721百万円

減少したことによるものであります。 

 

（訂正後） 

① 資産 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は44,630百万円となり、前連結会計年度末に比べ

4,657百万円減少しております。これは、主に現金及び預金が780百万円、受取手形及び売掛金が

2,214百万円、商品が110百万円、その他流動資産が771百万円、有形固定資産が626百万円、投資有価

証券が108百万円減少したことによるものであります。 

② 負債 

当第１四半期連結会計期間末における負債は33,628百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,960

百万円減少しております。これは、主に長短借入金が260百万円、資産除去債務が302百万円増加いた

しましたが、支払手形及び買掛金が3,833百万円、その他流動負債が474百万円、その他固定負債が

130百万円減少したことによるものであります。 

③ 純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は11,002百万円となり、前連結会計年度末に比べ696

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721百万円

減少したことによるものであります。 

－ 3 －



（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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 4,336 5,116

受取手形及び売掛金 4,204 6,419

商品 2,578 2,688

仕掛品 83 76

貯蔵品 14 41

その他 1,302 2,074

貸倒引当金 △10 △11

流動資産合計 12,510 16,405

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,583 6,582

土地 18,366 19,368

その他（純額） 2,865 2,490

有形固定資産合計 27,816 28,442

無形固定資産 365 375

投資その他の資産

投資有価証券 1,724 1,832

その他 2,357 2,374

貸倒引当金 △89 △88

投資その他の資産合計 3,992 4,118

固定資産合計 32,174 32,936

資産合計 44,685 49,342

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,468 12,301

短期借入金 1,356 4,425

1年内返済予定の長期借入金 2,494 4,867

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 24 67

賞与引当金 276 343

その他 2,598 3,072

流動負債合計 15,318 25,177

－ 4 －



(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 450 450

長期借入金 13,446 7,744

繰延税金負債 258 265

退職給付引当金 3,606 3,587

役員退職慰労引当金 17 17

資産除去債務 302 －

長期預り金 194 182

その他 32 163

固定負債合計 18,310 12,411

負債合計 33,628 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 △5,740 △5,019

自己株式 △12 △12

株主資本合計 10,349 11,070

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18 30

為替換算調整勘定 △1 △40

評価・換算差額等合計 17 △9

少数株主持分 690 692

純資産合計 11,056 11,753

負債純資産合計 44,685 49,342

－ 5 －



  
（訂正後） 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 4,336 5,116

受取手形及び売掛金 4,204 6,419

商品 2,578 2,688

仕掛品 83 76

貯蔵品 14 41

その他 1,307 2,079

貸倒引当金 △10 △11

流動資産合計 12,515 16,410

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,583 6,582

土地 18,366 19,368

その他（純額） 2,865 2,490

有形固定資産合計 27,816 28,442

無形固定資産 269 279

投資その他の資産

投資有価証券 1,724 1,832

その他 2,395 2,412

貸倒引当金 △89 △88

投資その他の資産合計 4,030 4,155

固定資産合計 32,115 32,877

資産合計 44,630 49,287

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,468 12,301

短期借入金 1,356 4,425

1年内返済予定の長期借入金 2,494 4,867

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 24 67

賞与引当金 276 343

その他 2,598 3,072

流動負債合計 15,318 25,177

－ 6 －



(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 450 450

長期借入金 13,446 7,744

繰延税金負債 258 265

退職給付引当金 3,606 3,587

役員退職慰労引当金 17 17

資産除去債務 302 －

長期預り金 194 182

その他 32 163

固定負債合計 18,310 12,411

負債合計 33,628 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 △5,769 △5,048

自己株式 △12 △12

株主資本合計 10,320 11,041

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18 30

為替換算調整勘定 △1 △40

評価・換算差額等合計 17 △9

少数株主持分 665 667

純資産合計 11,002 11,699

負債純資産合計 44,630 49,287

－ 7 －



（訂正前） 

(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 14,305 14,723

売上原価 11,026 11,420

売上総利益 3,279 3,302

販売費及び一般管理費 4,004 3,777

営業損失（△） △725 △474

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 1 29

保険返戻金 － 34

雑収入 9 5

営業外収益合計 12 69

営業外費用

支払割賦手数料 14 10

支払利息 122 113

雑損失 60 67

営業外費用合計 197 191

経常損失（△） △910 △597

特別利益

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 25 4

特別利益合計 25 5

特別損失

固定資産除売却損 16 8

リース解約損 7 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 73

その他 － 3

特別損失合計 23 86

税金等調整前四半期純損失（△） △908 △678

法人税、住民税及び事業税 18 13

法人税等調整額 25 15

法人税等合計 44 29

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △707

少数株主利益又は少数株主損失（△） △59 13

四半期純損失（△） △893 △721

－ 8 －



  
（訂正後） 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 14,305 14,723

売上原価 11,026 11,420

売上総利益 3,279 3,302

販売費及び一般管理費 4,004 3,777

営業損失（△） △725 △474

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 1 29

保険返戻金 － 34

雑収入 9 5

営業外収益合計 12 69

営業外費用

支払割賦手数料 14 10

支払利息 122 113

雑損失 60 67

営業外費用合計 197 191

経常損失（△） △910 △597

特別利益

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 25 4

特別利益合計 25 5

特別損失

固定資産除売却損 16 8

リース解約損 7 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 73

その他 － 3

特別損失合計 23 86

税金等調整前四半期純損失（△） △908 △678

法人税、住民税及び事業税 18 13

法人税等調整額 25 15

法人税等合計 44 29

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △708

少数株主利益又は少数株主損失（△） △59 13

四半期純損失（△） △893 △721

－ 9 －
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