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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 69,515 △0.1 658 304.1 116 ― 1,379 ―
22年3月期 69,608 △13.9 162 ― △511 ― △893 ―

（注）包括利益 23年3月期 1,431百万円 （―％） 22年3月期 △340百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 20.72 ― 11.8 0.2 0.9
22年3月期 △13.42 ― △8.0 △1.0 0.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―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

23年3月期 49,867 13,115 24.8 186.10
22年3月期 49,287 11,699 22.4 165.68

（参考） 自己資本   23年3月期  12,391百万円 22年3月期  11,032百万円

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

23年3月期 3,832 4,346 △1,390 11,903
22年3月期 2,391 1,118 △3,508 5,116

2.  配当の状況 

平成24年３月期の第2四半期及び期末の配当予想につきましては、未定とさせていただきます。なお、開示が可能となった時点で速やかに開示いたしま
す。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により現時点において合理的な算定が困難であるため未定とさせていただきます。
なお、開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 49,964 株 22年3月期 46,943 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 66,587,171 株 22年3月期 66,589,635 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 3,179 △2.1 376 11.4 1 ― 1,374 ―
22年3月期 3,246 △12.4 337 △16.3 △128 ― △954 ―

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

23年3月期 20.64 ―
22年3月期 △14.34 ―

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 39,529 13,546 34.3 203.45
22年3月期 39,613 12,111 30.6 181.88

（参考） 自己資本 23年3月期  13,546百万円 22年3月期  12,111百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査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、添付資料2ページからの「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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日産東京販売ホールディングス㈱(8291)　平成23年3月期　決算短信

－ 1 －



平成23年３月11日に発生した東日本大震災によりお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りすると共

に、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。また、福島原子力発電所における原発事故等によ

り避難されている皆様が一日も早く平常の生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。 

 

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、新興国の経済成長や国内の経済対策等により、企業収益も回

復傾向が強まり、景気は回復軌道へ向かっておりましたが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災

による電力の供給不足や物流網の混乱などの影響により、社会基盤に与える影響は計り知れず、一転し

て先行き不透明な状況となっております。 

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、上半期についてはエコカー減税・補助金

による効果はあったものの、下半期以降はエコカー補助金が終了した反動が影響し、軽自動車を含む国

内新車販売の全体需要は前年同期比5.7％減、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

ましても、前年同期比5.3％減となりました。 

当社グループの新車販売台数につきましては、ジャガー車を販売しておりました連結子会社を平成22

年９月に譲渡したことに加え、中核事業会社である東京日産自動車販売㈱において、 大需要月である

３月の震災による供給遅れ等が大きく影響し、前年同期比6.6％減となりました。 

このような状況の下、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は69,515百万円（前連結会計

年度比92百万円減、0.1％減）と前年並みとなりました。損益につきましては、引き続き当社グループ

全体でのコスト削減に取り組んだ結果、営業利益は658百万円（前連結会計年度比495百万円増、

304.1％増）、経常利益は116百万円（前連結会計年度は511百万円の損失）と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、子会社

株式の譲渡に伴う関係会社整理損及び企業年金制度の終了に伴う退職給付制度終了損等の特別損失を

2,484百万円計上いたしましたが、固定資産売却益等の特別利益を3,953百万円計上したこともあり、当

期純利益は1,379百万円（前連結会計年度は893百万円の損失）となりました。 

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 

震災影響等により新車販売台数は減少いたしましたが、新型車効果及び中古車市場の好転もあり、

新車・中古車の粗利が大きく改善いたしました。この結果、売上高は59,894百万円（前連結会計年度

比809百万円減、1.3％減）と前年並みとなりましたが、セグメント利益（営業利益）は798百万円

（前連結会計年度比502百万円増、169.8％増）と大幅な増益となりました。 

② 不動産関連事業 

ほぼ100％の入居率で推移いたしましたが、不動産関連設備を譲渡した影響もあり、売上高は332百

万円（前連結会計年度比106百万円減、24.2％減）、セグメント利益（営業利益）は135百万円（前連

結会計年度比103百万円減、43.5％減）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、顧客への問題解決型営業活動を強

化することにより、ハードウェアビジネスを中心に伸張いたしました。特に大規模なパソコン代替案

件があったことにより、売上高は7,079百万円（前連結会計年度比889百万円増、14.4％増）、セグメ

ント利益（営業利益）は233百万円（前連結会計年度比71百万円増、44.4％増）となりました。 
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【販売実績】 

セグメントの名称 販売台数(台) 金額(百万円) 前年同期比(％) 

自動車関連事業  

 新 車 15,607 31,670 98.6

 中古車 14,040 9,366 105.4

 その他 － 18,857 95.8

計 － 59,894 98.7

不動産関連事業 － 332 75.8

情報システム関連事業 － 7,079 114.4

報告セグメント計 － 67,305 100.0

その他 － 2,209 97.1

合計 － 69,515 99.9

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、東日本大震災の復興の進捗状況が大きく影響すると予想されます。震

災による直接的な被害や計画停電に伴う製造業の機能低下は今後の経済を停滞させるリスクがあり、ま

た、原子力発電所における原発事故は国民生活に不安をもたらし、海外からの我が国への信頼にも大き

な影響を及ぼしております。 

当社グループの主力である自動車関連業界につきましても、国内自動車メーカーの生産が大きく落ち

込み、新車販売台数の減少はしばらく継続する状況にあります。その一方で、震災により被災した車両

の買い替えにより、低価格車や中古車に対する需要が高まっていくものと予想されます。 

これら未曾有の状況により、今後の経済及び関連する取引先等に与える影響が不透明であるため、現

時点では合理的な業績予想の算定が極めて困難であると判断し、次期の連結業績見通しは未定とさせて

いただきます。なお、合理的な算定が可能となった時点で、速やかに開示いたします。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

1) 資産 

当連結会計年度末における総資産は49,867百万円となり、前連結会計年度末に比べ579百万円増

加しております。主な増加は、現金及び預金が6,786百万円であり、主な減少は、受取手形及び売

掛金が341百万円、商品が316百万円、その他流動資産が523百万円、有形固定資産が4,633百万円及

びその他投資資産が281百万円であります。 

2) 負債 

当連結会計年度末における負債は36,751百万円となり、前連結会計年度末に比べ836百万円減少

しております。主な増加は、退職給付引当金が1,420百万円及び資産除去債務が288百万円であり、

主な減少は、支払手形及び買掛金が833百万円、長短借入金が1,263百万円、社債が100百万円、そ

の他流動負債が390百万円であります。 

3) 純資産 

当連結会計年度末における純資産は13,115百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,416百万円

増加しております。主な増加は、利益剰余金が1,379百万円であります。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は11,903百万円

（前連結会計年度比6,786百万円増、132.6％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3,832百万円（前連結会計年度末比1,440百万円増）であります。 

主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益が1,585百万円（前連結会計年度は1,089百万円の損

失）、減価償却費が1,402百万円（前連結会計年度は1,448百万円）、退職給付引当金の増加が

1,685百万円（前連結会計年度は280百万円の減少）、売上債権の減少が159百万円（前連結会計年

度は109百万円の増加）、たな卸資産の減少が2,146百万円（前連結会計年度は1,954百万円の減

少）及びその他営業活動による増加が604百万円（前連結会計年度は250百万円の減少）であり、主

な資金の減少は、固定資産除売却益が3,613百万円（前連結会計年度は67百万円の除売却損）及び

仕入債務の減少が387百万円（前連結会計年度は581百万円の増加）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4,346百万円（前連結会計年度末比3,228百万円増）であります。 

主な資金の増加は、有形固定資産の売却による収入が7,171百万円（前連結会計年度は3,252百万

円の収入）、投資有価証券の売却による収入が149百万円（前連結会計年度は78百万円の収入）で

あり、主な資金の減少は、有形固定資産の取得による支出が2,715百万円（前連結会計年度は2,626

百万円の支出）及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が239百万円（前連結会

計年度はなし）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1,390百万円（前連結会計年度末比2,118百万円減）であります。 

主な資金の減少は、社債の償還による支出が100百万円（前連結会計年度は240百万円の支出）及

び長短借入金の返済・収入の差引による支出が1,272百万円（前連結会計年度は3,251百万円の支

出）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。 

当期につきましては、特別利益の計上などにより当期純利益は黒字となりましたが、未だ配当が可能

な財務内容には至らず、誠に申し訳ございませんが無配とさせていただきます。 

また、次期の配当予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、未定とさせ

ていただきます。 
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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

損益につきましては511百万円の損失でありました。当連結会計年度の営業利益は658百万円と大幅に増

加し、経常利益につきましても116百万円と黒字に転換いたしました。 

全体需要の見通しが不透明な市場環境の中、収益計上が安定化できない場合に、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。 

当社グループは、東京日産自動車販売㈱の店舗のうち、固定費が高い都心部に存在し、大口法人中心

の店舗及び法人部門を日産自動車販売㈱へ会社分割いたしました。また、同様の会社分割を行った日産

プリンス東京販売㈱及び日産プリンス西東京販売㈱を平成23年４月１日付で連結子会社化し、ディーラ

ー事業を大幅に拡大した新体制へ移行いたしました。このスケールメリットを活かし、効率的・効果的

なマーケティング戦略の実行による販売台数の増加、統制の取れた効率的な顧客アプローチの実現、バ

ックオフィス機能の更なる効率化、車両保有期間の長期化による整備・車検事業のストックビジネスへ

の転換などに取り組んでまいります。 

これにより、市場や事業を取り巻く環境が大きく変化する中、今後も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13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、自動車関連、不動産関連、情報システム関連を主な事業として取り組んで

おります。 

当社及び関係会社の事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、

セグメントと同一の区分によっております。 

(1) 自動車関連事業 

① 自動車及び部用品の販売 

主に日産自動車㈱及び同社グループ会社より自動車及び部用品を仕入れて販売しております。 

（主な関係会社）東京日産自動車販売㈱ 

② 自動車整備 

自動車の車体整備及び車検整備等を行っております。 

（主な関係会社）㈱エース・オートサービス、㈱車検館 

(2) 不動産関連事業 

 ・不動産の賃貸 

不動産の賃貸を行っており、その一部は関係会社に貸与しております。 

（主な関係会社）当社 

(3) 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 

情報システム関連機器の販売及び導入を行っており、その一部は関係会社に係るものであります。 

（主な関係会社）東京日産コンピュータシステム㈱ 

(4) その他の事業 

① 人材派遣事業 

労働者派遣業を行っており、その一部は関係会社に係るものであります。 

（主な関係会社）㈱キャリアセンター 

② タクシー事業 

タクシー事業を行っております。 

（主な関係会社）葵交通㈱、恵豊自動車交通㈱ 
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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) １．◎：連結子会社  ○：非連結子会社  ●：関連会社 

２．㈱ジャガー東京（連結子会社）は、平成22年９月29日付で全株式を譲渡したことに伴い、連結の範囲から除

外しております。 

３．東京日産ドライビングカレッジ㈱（連結子会社）は、平成23年３月30日付で全株式を譲渡したことに伴い、

連結の範囲から除外しております 

４．㈱エーススタッフ（連結子会社）は、平成22年７月５日付で解散したことに伴い、連結の範囲から除外して

おります。 

 

・自動車ディーラー事業 

◎ 東京日産自動車販売㈱ 

◎ 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10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
・
不
動
産
関
連
事
業
） 

その他の事業 （計３社） 

◎ ㈱キャリアセンター 

○ 葵交通㈱ 

● 恵豊自動車交通㈱ 
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なお、当社は平成23年４月１日付で日産ディーラー事業を展開している日産プリンス東京販売㈱及び

日産プリンス西東京販売㈱を連結子会社化し、コアである自動車関連事業を大幅に拡大した新体制へ移

行しております。これに伴い、東京市場における大規模日産ディーラー３社（東京日産自動車販売㈱を

含む）を糾合傘下とした持株会社として、より相応しいスケール感があり、株主の皆様に事業内容がわ

かり易い名称とするため、平成23年４月28日付で商号を「日産東京販売ホールディングス㈱」に変更し

ております。 

新生した当社グループは、当社、子会社21社（非連結子会社７社含む）、関連会社１社で構成されて

おり、以下のような事業系統図となっております。 

（新事業系統図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) ◎：連結子会社  ○：非連結子会社  ●：関連会社 

車両等の仕入

・自動車ディーラー事業 

◎ 日産プリンス東京販売㈱ 

◎ 日産プリンス西東京販売㈱ 

◎ 東京日産自動車販売㈱ 

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

  → ◎ Richmond Nissan Ltd.  ◎ Surrey Nissan Ltd. 

・自動車その他 

◎ ㈱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 計３社 

○ その他 計５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㈱

自動車関連事業 （計17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） 

日
産
東
京
販
売
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱
（
持
株
会
社
・
不
動
産
関
連
事
業
） 

その他の事業 （計４社） 

◎ ㈱キャリアセンター 

○ その他 計２社 

● その他 計１社 
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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、日産東京販売ホールディングスとし

てより多くのお取引先から、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 

当社は日産自動車㈱の東京地区の販売網再編により、平成23年４月１日付で日産プリンス東京販売㈱

及び日産プリンス西東京販売㈱の全株式を取得し、連結子会社化しております。 

これにより、当社グループの連結売上高は平成23年３月期に比べ２倍強の規模となり、拡大した経営

資源のシナジー発現を推し進めると同時に、効率的なグループ運営体制の整備を進めていくこととなり

ます。 

なお、平成24年３月期の連結業績見通しが未定であるため、目標数値等の指標につきましても未定と

させていただきます。 

 

(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、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、当社は以下の３点を重点課題とし、台数・収益の 大化及び人材重視経営によ

る、ＣＳ、ＥＳの向上を図り、企業価値の 大化を目指してまいります。 

① スケールメリットの 大化 

全国でも 大規模の台数を販売するグループとなったスケールメリットを活かし、台当たりの適正

粗利を確保することで、収益の増大を図ってまいります。 

② オペレーションメリットの追求 

グループで約5,000名の従業員、国内新車販売店舗112店の規模の中で、ベストプラクティスのオペ

レーションを共有し、お客さまの利便性と感動レベルのＣＳを向上させてまいります。 

③ 幹部級人材のフレキシビリティ 

グループの中で会社の壁を取り払った人事登用、事業会社間の人事交流を行い、社員のクオリティ

及び経営のクオリティを向上させてまいります。 

日産東京販売ホールディングス㈱(8291)　平成23年3月期　決算短信

－ 9 －



(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループは主力である自動車関連事業において、今後は需要の拡大が見込めず、限られた市場の

中で他社との競合が激化すると考えております。主要マーケットである東京都においては、それが更に

顕在化すると考え、中期経営計画「TR-10」の推進及び事業再編を進めてまいりましたが、中期経営計

画「TR-10」につきましては、コア事業への原点回帰、有利子負債の圧縮など、概ね完遂いたしました。 

事業再編につきましては、ディーラー事業の再編を行い、競合激化する市場に対応してまいります。 

まず、日産プリンス東京販売㈱と東京日産自動車販売㈱の店舗のうち、法人顧客の割合が高い15店舗、

及び両社と日産プリンス西東京販売㈱の法人、業者販売部門を平成23年４月１日付で日産自動車販売㈱

へ移管いたしました。これにより、個人需要中心のエリアへ経営資源を集中し、収益性の向上を図って

まいります。 

また、同日付で、日産プリンス東京販売㈱と日産プリンス西東京販売㈱の全株式を取得し、東京日産

自動車販売㈱を含めた分割後の日産ディーラー３社を糾合傘下とした新体制に移行しております。 

こうした再編のスケールメリットを 大限に活用し、反転攻勢をかけていくため、以下の項目を重点

課題としてまいります。 

・徹底したお客さま対応とストックビジネスの推進 

主要マーケットの東京は、約90％が代替という成熟した市場であるため、メンテナンスサービスを

中心にきめ細かな対応を行い、当社グループとお客さまとの絆を一層強め、ストックビジネスを拡充

してまいります。 

・３社のシナジー効果の発揮 

店舗の 適配置を行い、店舗間の協力を促進することで各社の得意分野のノウハウを共有し、お客

さまの利便性を向上させ、販売・マーケティング効果の増大を図ります。 
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,116 11,903

受取手形及び売掛金 6,419 6,077

商品 2,688 2,371

仕掛品 76 54

貯蔵品 41 12

その他 2,079 1,555

貸倒引当金 △11 △1

流動資産合計 16,410 21,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,849 6,603

機械装置及び運搬具（純額） 1,794 1,263

リース資産（純額） 39 26

土地 19,368 15,665

建設仮勘定 137 33

その他（純額） 252 218

有形固定資産合計 28,442 23,809

無形固定資産 279 202

投資その他の資産   

投資有価証券 1,832 1,815

その他 2,412 2,131

貸倒引当金 △88 △65

投資その他の資産合計 4,155 3,881

固定資産合計 32,877 27,892

資産合計 49,287 49,867
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,301 11,468

短期借入金 4,425 1,458

1年内返済予定の長期借入金 4,867 2,947

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 67 158

賞与引当金 343 397

その他 3,072 2,681

流動負債合計 25,177 19,212

固定負債   

社債 450 350

長期借入金 7,744 11,367

繰延税金負債 265 295

退職給付引当金 3,587 5,007

役員退職慰労引当金 17 17

資産除去債務 － 288

長期預り金 182 164

その他 163 47

固定負債合計 12,411 17,539

負債合計 37,588 36,751

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 △5,048 △3,668

自己株式 △12 △12

株主資本合計 11,041 12,420

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 30 89

為替換算調整勘定 △40 △119

その他の包括利益累計額合計 △9 △29

少数株主持分 667 723

純資産合計 11,699 13,115

負債純資産合計 49,287 49,867
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 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 69,608 69,515

売上原価 53,481 53,582

売上総利益 16,126 15,933

販売費及び一般管理費 15,963 15,274

営業利益 162 658

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 22 66

保険返戻金 － 34

雑収入 44 29

営業外収益合計 69 132

営業外費用   

支払割賦手数料 44 35

支払利息 477 453

支払手数料 107 105

雑損失 115 79

営業外費用合計 743 674

経常利益又は経常損失（△） △511 116

特別利益   

固定資産売却益 294 3,655

投資有価証券売却益 38 26

関係会社株式売却益 － 37

貸倒引当金戻入額 21 10

受取補償金 － 223

特別利益合計 354 3,953

特別損失   

固定資産除売却損 362 42

退職給付制度終了損 － 1,989

特別退職金 67 238

関係会社整理損 － 96

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 73

課徴金 － 3

減損損失 262 －

事業再編損 176 －

投資有価証券評価損 48 －

その他 14 41

特別損失合計 932 2,484

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,089 1,585

法人税、住民税及び事業税 97 167

法人税等調整額 △282 △32

法人税等合計 △184 135

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,450

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11 70

当期純利益又は当期純損失（△） △893 1,379
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,450

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 60

為替換算調整勘定 － △79

その他の包括利益合計 － ※2  △19

包括利益 － ※1  1,431

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,359

少数株主に係る包括利益 － 71
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △4,154 △5,048

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △893 1,379

当期変動額合計 △893 1,379

当期末残高 △5,048 △3,668

自己株式   

前期末残高 △12 △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 11,935 11,041

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △893 1,379

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △893 1,379

当期末残高 11,041 12,420

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △379 30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 410 59

当期変動額合計 410 59

当期末残高 30 89

為替換算調整勘定   

前期末残高 △192 △40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 152 △79

当期変動額合計 152 △79

当期末残高 △40 △119

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △571 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 562 △20

当期変動額合計 562 △20

当期末残高 △9 △29
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 691 667

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 56

当期変動額合計 △23 56

当期末残高 667 723

純資産合計   

前期末残高 12,054 11,699

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △893 1,379

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） 538 36

当期変動額合計 △355 1,416

当期末残高 11,699 13,115
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,089 1,585

減価償却費 1,448 1,402

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） △116 103

退職給付引当金の増減額（△は減少） △280 1,685

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31 －

受取利息及び受取配当金 △25 △67

支払利息 477 453

固定資産除売却損益（△は益） 67 △3,613

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 73

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 10 △26

関係会社株式売却損益（△は益） － △37

関係会社整理損 － 96

事業再編損失 176 －

減損損失 262 －

売上債権の増減額（△は増加） △109 159

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,954 2,146

仕入債務の増減額（△は減少） 581 △387

未払消費税等の増減額（△は減少） △217 77

その他 △250 604

小計 2,825 4,237

利息及び配当金の受取額 57 67

利息の支払額 △488 △404

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,391 3,832

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 500 －

有形固定資産の取得による支出 △2,626 △2,715

有形固定資産の売却による収入 3,252 7,171

投資有価証券の取得による支出 － △0

投資有価証券の売却による収入 78 149

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △239

出資金の払込による支出 △200 －

その他 114 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,118 4,346
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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） △2,565 △3,006

長期借入れによる収入 5,250 6,765

長期借入金の返済による支出 △5,935 △5,030

社債の償還による支出 △240 △100

配当金の支払額 △0 －

少数株主への配当金の支払額 △14 △14

その他 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,508 △1,390

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5 6,786

現金及び現金同等物の期首残高 5,110 5,116

現金及び現金同等物の期末残高 5,116 11,903
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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。 

 

(1) 連結子会社  12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。 

㈱ジャガー東京は平成22年９月29日

付、東京日産ドライビングカレッジ㈱

は平成23年３月30日付でそれぞれ全株

式を譲渡したこにに伴い、連結の範囲

から除外しております。 

㈱エーススタッフは平成22年７月５日

付で解散したことに伴い、連結の範囲

から除外しております。 

 (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。 

(2) 持分法適用の関連会社 

同  左 

 (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 

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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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）

…    同  左 

商品（修理部品・部品）、仕掛品

（修理部品・部品・整備関連）、貯

蔵品 

…    同  左 

 

 ③ デリバティブ 

…時価法 

③ デリバティブ 

同  左 

 (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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

 (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 

 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。 

（追加情報） 

当社及び一部の連結子会社は確定拠出

型年金制度及び確定給付型の制度とし

て、閉鎖型確定給付企業年金制度と退

職一時金制度を設けております。 

なお、当社及び一部の連結子会社は閉

鎖型確定給付企業年金制度を終了する

ことを決定しており、本終了に伴う社

内で必要な手続きにつきましてはほぼ

全て終了しているため、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号）を適用

し、退職給付制度終了損1,989百万円を

特別損失に計上しております。 

 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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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。 

ソフトウェアの受託開発契約に係る売上

高及び売上原価の計上基準 

一部の連結子会社については、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受託開発契約

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、

その他の受託開発契約については工事

完成基準を適用しております。 

 (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 

 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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

 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) のれんの償却方法及

び償却期間 

――――― 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。 

 (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。 

 (8) 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。 

――――― 

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。 

――――― 

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。 

――――― 
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(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21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

――――― （資産除去債務に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

これにより、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は

それぞれ12百万円減少し、税金等調整前当期純利益は85

百万円減少しております。 

 

（表示方法の変更） 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

――――― （連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主

損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） ――――― 

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。 

 

 

（追加情報） 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

――――― 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１．当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 △331百万円

少数株主に係る包括利益 △9百万円

   計 △340百万円

 

※２．当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 411百万円

為替換算調整勘定 152百万円

   計 564百万円
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（セグメント情報等） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日）において、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日本の割合が、いずれも 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】 

前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日）において、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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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

(1) 報告セグメントの決定方法 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

当社グループは、自動車関連事業を中心とした包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、各

連結子会社を基礎とした商品・サービス別の事業区分に従い、「自動車関連事業」、「不動産関連事

業」、「情報システム関連事業」の３つを報告セグメントとしております。 

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

① 「自動車関連事業」は、自動車、部用品の販売及び自動車整備、車検等の事業を行っております。 

② 「不動産関連事業」は、不動産の賃貸等の事業を行っております。 

③ 「情報システム関連事業」は、コンピュータのハードウェア、ソフトウェアの販売及び機器のキッ

ティングに伴う導入支援サービス、保守サービス、データセンター等の事業を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であり、また、セグメント間の内部収益及び振替高は市

場実勢価格に基づいております。 

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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) 

合計 

売上高   

外部顧客への売上高 60,703 438 6,189 67,331 2,276 69,608

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
9 － 303 312 300 613

計 60,712 438 6,493 67,644 2,576 70,221

セグメント利益 296 239 161 696 71 767

セグメント資産 33,962 2,744 2,881 39,588 2,339 41,928

その他の項目   

減価償却費 1,225 52 45 1,323 27 1,350

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
2,470 3 15 2,489 38 2,528

(注) 「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。 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31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) 

合計 

売上高   

外部顧客への売上高 59,894 332 7,079 67,305 2,209 69,515

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
6 － 250 256 230 487

計 59,901 332 7,329 67,562 2,440 70,003

セグメント利益 798 135 233 1,167 90 1,257

セグメント資産 28,462 2,881 3,670 35,014 494 35,509

その他の項目   

減価償却費 1,188 68 42 1,299 23 1,322

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
2,643 18 32 2,694 0 2,695

(注) 「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。 

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

（単位：百万円） 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 67,644 67,562

「その他」の区分の売上高 2,576 2,440

セグメント間取引消去 △613 △487

連結財務諸表の売上高 69,608 69,515

 

（単位：百万円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 696 1,167

「その他」の区分の利益 71 90

セグメント間取引消去 △1 －

全社費用(注) △603 △598

連結財務諸表の営業利益 162 658

(注) 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ものであります。 

 

（単位：百万円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 39,588 35,014

「その他」の区分の資産 2,339 494

セグメント間取引消去 △140 △103

全社資産(注) 7,499 14,462

連結財務諸表の資産合計 49,287 49,867

(注) 主に当社の現金及び預金、投資有価証券及び報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係るものでありま

す。 
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（単位：百万円） 

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

その他の項目 前 連 結 

会計年度 

当 連 結

会計年度

前 連 結

会計年度

当 連 結

会計年度

前 連 結

会計年度

当 連 結 

会計年度 

前 連 結

会計年度

当 連 結

会計年度

減価償却費 1,323 1,299 27 23 97 79 1,448 1,402

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
2,489 2,694 38 0 19 10 2,547 2,706

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、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も

のであります。 

 

（追加情報） 

当連結会計年度より「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。 

 

【関連情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略

しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先が存在しないため、記

載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

金額的な重要性が低いため、記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額 165.68円

１株当たり当期純損失金額 13.42円

１株当たり純資産額 186.10円

１株当たり当期純利益金額 20.72円

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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益金額又は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21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） △893 1,379

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利益又は当期純損失(△)（百万円） △893 1,379

普通株式の期中平均株式数（千株） 66,589 66,587

 

（開示の省略） 

その他の注記事項につきましては、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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（重要な後発事象） 

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

――――― 

 

 

１．東京日産自動車販売㈱の会社分割による組織再編に

ついて 

当社は、連結子会社である東京日産自動車販売㈱の

一部の店舗及び業者販売部門を平成23年４月１日付

で金銭を対価として日産自動車販売㈱（旧日産フリ

ート㈱）に会社分割（吸収分割）の方法で事業分離

いたしました。 

(1) 会社分割の概要 

① 分離先企業の名称 

日産自動車販売㈱ 

② 会社分割の対象となった事業の内容 

東京中心部の４区（中央区、渋谷区、豊島区、台

東区）に所在する新車店舗５店舗及び都内全域の

業者販売部門 

③ 会社分割を行った理由 

法人顧客の割合が高い上記５店舗及び業者販売部

門を日産自動車販売㈱へ移管することにより、そ

れ以外の個人需要中心のエリアへ経営資源を集中

し、収益性の向上につながると判断いたしまし

た。 

④ 会社分割日 

平成23年４月１日 

(2) 実施した会計処理の概要 

① 移転損益の金額 

該当事項はありません。 

② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価

額並びにその主な内訳 

流動資産 360百万円 

固定資産 125百万円 

資産合計 486百万円 

 

流動負債 73百万円 

固定負債 412百万円 

負債合計 486百万円 

(3) 「セグメント情報の開示」において分離した事業が

含まれていた区分の名称 

自動車関連事業 

(4) 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている

分離した事業に係る損益の概算額 

売上高 7,945百万円 
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前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

――――― 

 

 

２．株式取得による子会社の買収 

当社は平成23年４月１日付で日産プリンス東京販売

㈱及び日産プリンス西東京販売㈱の株式を取得いた

しました。 

(1) 企業結合の概要 

① 企業結合を行った主な理由 

2013年度国内販売シェア15％達成を目標とする日

産自動車グループにとって、東京エリアは17％の

シェアを持つ 重点市場の一つであります。 

今回の株式取得により東京日産自動車販売㈱を含

めた東京市場の大規模日産ディーラー３社が協業

体制となり、店舗間の協力促進、規模拡大に伴う

効果的なマーケティング戦略の実行が可能となり

ます。 

これによる更なるお客様満足及び利便性を向上す

ることにより、収益性の高い経営体質となり企業

価値の向上につながると判断いたしました。 

② 企業結合日 

平成23年４月１日 

③ 取得した議決権比率 

 100％ 

(2) 取得原価の算定及び取得原価の配分に関する事項 

現在算定中であります。 

 

 

日産東京販売ホールディングス㈱(8291)　平成23年3月期　決算短信

－ 32 －



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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,909 10,930

貯蔵品 0 0

前払費用 190 144

未収入金 65 160

その他 0 8

流動資産合計 4,165 11,242

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,346 12,991

減価償却累計額 △7,537 △7,493

建物（純額） 5,808 5,498

構築物 1,258 1,112

減価償却累計額 △939 △870

構築物（純額） 318 242

機械及び装置 28 30

減価償却累計額 △18 △21

機械及び装置（純額） 9 8

工具、器具及び備品 837 760

減価償却累計額 △712 △659

工具、器具及び備品（純額） 125 100

土地 20,246 16,435

リース資産 13 13

減価償却累計額 △3 △6

リース資産（純額） 9 7

建設仮勘定 － 33

有形固定資産合計 26,518 22,326

無形固定資産   

ソフトウエア 59 36

無形固定資産合計 59 36

投資その他の資産   

投資有価証券 1,679 1,697

関係会社株式 6,543 5,603

出資金 200 200

関係会社長期貸付金 8,110 6,481

長期前払費用 120 84

敷金及び保証金 1,381 1,382

破産更生債権等 4 －

その他 6 2

関係会社投資等損失引当金 △9,171 △9,528

貸倒引当金 △4 －

投資その他の資産合計 8,870 5,923

固定資産合計 35,447 28,286

資産合計 39,613 39,529
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 6 106

短期借入金 4,084 1,168

1年内返済予定の長期借入金 4,804 2,578

1年内償還予定の社債 100 100

リース債務 2 2

未払金 27 2

未払費用 85 186

未払法人税等 23 27

未払消費税等 6 5

前受金 34 81

預り金 9,992 8,843

前受収益 22 22

賞与引当金 2 4

その他 － 1

流動負債合計 19,194 13,132

固定負債   

社債 450 350

長期借入金 7,277 11,298

リース債務 7 5

繰延税金負債 253 295

退職給付引当金 8 445

長期未払金 155 25

資産除去債務 － 265

長期預り金 154 164

固定負債合計 8,307 12,850

負債合計 27,502 25,982

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 339 339

別途積立金 2,600 2,600

繰越利益剰余金 △7,019 △5,645

利益剰余金合計 △3,992 △2,618

自己株式 △12 △12

株主資本合計 12,081 13,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 90

評価・換算差額等合計 29 90

純資産合計 12,111 13,546

負債純資産合計 39,613 39,529
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 (2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,246 3,179

売上原価 2,263 2,143

売上総利益 983 1,035

販売費及び一般管理費 645 659

営業利益 337 376

営業外収益   

受取利息 46 20

受取配当金 18 63

保険返戻金 － 34

雑収入 4 4

営業外収益合計 69 123

営業外費用   

支払利息 453 416

貸倒引当金繰入額 3 －

雑損失 80 81

営業外費用合計 536 498

経常利益又は経常損失（△） △128 1

特別利益   

固定資産売却益 293 3,511

関係会社株式売却益 － 57

投資有価証券売却益 31 －

受取補償金 － 175

特別利益合計 324 3,744

特別損失   

関係会社投資等損失引当金繰入額 894 1,816

固定資産除売却損 46 23

退職給付制度終了損 － 349

関係会社整理損 － 108

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 69

減損損失 262 －

事業再編損 88 －

投資有価証券評価損 48 －

その他 0 2

特別損失合計 1,340 2,369

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,144 1,376

法人税、住民税及び事業税 2 2

法人税等調整額 △192 －

法人税等合計 △189 2

当期純利益又は当期純損失（△） △954 1,374
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 619 339

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △279 －

当期変動額合計 △279 －

当期末残高 339 339

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 △6,344 △7,019

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 279 －

当期純利益又は当期純損失（△） △954 1,374

当期変動額合計 △674 1,374

当期末残高 △7,019 △5,645

利益剰余金合計   

前期末残高 △3,038 △3,992

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △954 1,374

当期変動額合計 △954 1,374

当期末残高 △3,992 △2,618
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △12 △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 13,037 12,081

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △954 1,374

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △955 1,374

当期末残高 12,081 13,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △378 29

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 408 61

当期変動額合計 408 61

当期末残高 29 90

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △378 29

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 408 61

当期変動額合計 408 61

当期末残高 29 90

純資産合計   

前期末残高 12,658 12,111

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △954 1,374

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） 408 61

当期変動額合計 △546 1,435

当期末残高 12,111 13,546
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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) 重要な会計方針の変更 

（会計方針の変更） 

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

――――― （資産除去債務に関する会計基準等） 

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益はそれ

ぞれ10百万円減少し、税引前当期純利益は80百万円減少

しております。 

 

(6) 個別財務諸表に関する注記事項 

（重要な後発事象） 

連結財務諸表に関する注記事項に記載しているため、省略しております。 

なお、31ページ「(8) 連結財務諸表に関する注記事項（重要な後発事象）」をご覧ください。 
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