
 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   
   

 

         

 

      

(％表示は、対前期増減率) 

 

      

 

平成24年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年２月６日

上 場 会 社 名 日産東京販売ホールディングス株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 8291 URL http://www.nissan-tokyo-hd.co.jp/

代  表  者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 酒井 信也
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 早坂 正勝 (TEL)03-5496-5203

四半期報告書提出予定日 平成24年２月14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24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

 (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 ％

24年３月期第３四半期 106,831 116.7 2,153 ― 1,426 ― 769 51.6

23年３月期第３四半期 49,292 △0.0 △275 ― △682 ― 507 ―

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 652百万円( 38.8％) 23年３月期第３四半期 469百万円( ―％)

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

24年３月期第３四半期 11.56 ―
23年３月期第３四半期 7.63 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 62,852 13,753 20.7
23年３月期 49,867 13,115 24.8

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 13,007百万円 23年３月期 12,391百万円

２．配当の状況

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

23年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年３月期 ― 0.00 ―

24年３月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 151,000 117.2 3,000 355.7 2,100 ― 1,400 1.5 21.03

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

      

   

   

      

      
  

 

   

 

４．その他

 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適
用」をご覧ください。

 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

 (4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 66,635,063株 23年３月期 66,635,063株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 51,014株 23年３月期 49,964株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 66,584,504株 23年３月期３Ｑ 66,587,500株

※ 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表の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前提に基づいており、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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によるインフラ被害はほぼ回復した

ものの、原発事故による電力不足や放射能漏れに対する不安は継続しており、さらに欧州の金融不安に

よる円高の進行など、先行き不透明な状況が続いております。 

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、軽自動車を含む国内の新車販売台数は前

年同四半期比11.3％減、当社グループのマーケットである東京都内の新車販売台数につきましても同

12.4％減となりましたが、第１四半期連結累計期間の落ち込み（全国△33.1％ 東京△32.7％）からは

順調に回復しております。 

このような状況の中、当社グループの新車販売台数につきましては、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㈱を傘下に加えた結果、前年同四半期比121.7％増と大幅

に増加いたしました。 

＜参考＞東京日産自動車販売㈱を含めた日産販社３社の新車販売台数は、都心部の店舗及び業者販売部

門を日産自動車販売㈱へ移管したこともあり、前年同四半期比28.6％減となりましたが、移管

部門を除いた比較では同3.9％減であり、全国及び都内の需要を上回る実績となりました。 

以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は106,831百万円（前年同

四半期比57,538百万円増、116.7％増）、営業利益は2,153百万円（前年同四半期は275百万円の損失）、

経常利益は1,426百万円（前年同四半期は682百万円の損失）、四半期純利益は769百万円（前年同四半

期比262百万円増、51.6％増）となりました。 

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 

Ｍ＆Ａにより新車販売台数が前年同四半期比121.7％増となったことに加え、日産販社３社の協業

体制の推進及び営業費の削減に取り組んだ結果、売上高は100,467百万円（前年同四半期比57,495百

万円増、133.8％増）、セグメント利益（営業利益）は2,423百万円（前年同四半期は155百万円の損

失）となりました。 

② 不動産関連事業 

外部顧客への賃貸契約が増加したことにより、売上高は422百万円（前年同四半期比178百万円増、

72.9％増）となりましたが、売上原価の増加等により、セグメント利益（営業利益）は85百万円（前

年同四半期比15百万円減、15.7％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、第１四半期は顧客のＩＴ機器に対

する災害対策需要によりハードウェアビジネスを中心に受注が増加いたしましたが、７月以降は災害

対策需要の落着きとともにＩＴ投資に対する慎重さが戻り、売上高は4,985百万円（前年同四半期比

527百万円増、11.8％増）、セグメント利益（営業利益）は140百万円（前年同四半期比4百万円減、

3.1％減）となりました。 

④ その他 

昨年度まで自動車教習所事業を展開しておりました東京日産ドライビングカレッジ㈱の全株式を平

成23年３月30日付で譲渡したこともあり、売上高は955百万円（前年同四半期比662百万円減、41.0％

減）、セグメント利益（営業利益）は6百万円（前年同四半期比33百万円減、83.6％減）となりまし

た。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は62,852百万円（前連結会計年度比12,985百万円増、

26.0％増）となりました。主な内容は、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

結子会社化したことなどにより、商品が6,858百万円、その他流動資産が2,523百万円、有形固定資産

が11,845百万円及び無形固定資産が1,802百万円増加し、借入金の返済などにより現金及び預金が

9,612百万円減少しております。 

② 負債 

当第３四半期連結会計期間末における負債は49,099百万円（前連結会計年度比12,347百万円増、

33.6％増）となりました。主な内容は、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

結子会社化したことなどにより、支払手形及び買掛金が3,377百万円、賞与引当金が252百万円、その

他流動負債が2,014百万円、退職給付引当金が5,236百万円及び長期リース債務が8,279百万円増加し、

借入金の返済により長短借入金が6,355百万円及び長短社債が450百万円減少しております。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は13,753百万円（前連結会計年度比637百万円増、

4.9％増）となりました。主な内容は、四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が769百万円増

加し、株価の下落及び円高の影響によりその他の包括利益累計額が153百万円減少しております。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の業績は、日産販社３社の協業体制の推進及び営業費の削減効果などによ

り順調に推移しておりますが、企業を取り巻く環境は依然として先行き不透明感が強く、見通し難い状

況であることから、現時点において平成23年11月２日に公表いたしました通期連結業績予想は修正して

おりません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

在外子会社の税金費用の計算については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,903 2,291

受取手形及び売掛金 6,077 5,382

商品 2,371 9,230

仕掛品 54 146

貯蔵品 12 88

その他 1,555 4,078

貸倒引当金 △1 △9

流動資産合計 21,974 21,208

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,409 6,169

リース資産（純額） 26 8,816

土地 15,665 15,628

その他（純額） 1,707 5,039

有形固定資産合計 23,809 35,654

無形固定資産   

のれん 43 1,775

その他 158 229

無形固定資産合計 202 2,004

投資その他の資産   

投資有価証券 1,815 1,774

その他 2,131 2,334

貸倒引当金 △65 △124

投資その他の資産合計 3,881 3,984

固定資産合計 27,892 41,643

資産合計 49,867 62,852

日産東京販売ホールディングス㈱(8291)　平成24年3月期　第3四半期決算短信

－ 4 －



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,468 14,846

短期借入金 1,458 440

1年内返済予定の長期借入金 2,947 1,415

1年内償還予定の社債 100 －

未払法人税等 158 206

賞与引当金 397 650

その他 2,681 4,696

流動負債合計 19,212 22,255

固定負債   

社債 350 －

長期借入金 11,367 7,562

繰延税金負債 295 227

退職給付引当金 5,007 10,244

役員退職慰労引当金 17 －

資産除去債務 288 272

リース債務 5 8,284

長期預り金 164 148

その他 42 104

固定負債合計 17,539 26,843

負債合計 36,751 49,099

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 △3,668 △2,898

自己株式 △12 △12

株主資本合計 12,420 13,190

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 89 32

為替換算調整勘定 △119 △215

その他の包括利益累計額合計 △29 △183

少数株主持分 723 745

純資産合計 13,115 13,753

負債純資産合計 49,867 62,852
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 49,292 106,831

売上原価 38,161 80,932

売上総利益 11,131 25,898

販売費及び一般管理費 11,407 23,745

営業利益又は営業損失（△） △275 2,153

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 58 48

保険返戻金 34 －

雑収入 20 86

営業外収益合計 115 136

営業外費用   

支払利息 347 421

支払手数料 80 173

雑損失 93 267

営業外費用合計 521 862

経常利益又は経常損失（△） △682 1,426

特別利益   

固定資産売却益 1,765 －

貸倒引当金戻入額 6 －

投資有価証券売却益 26 －

特別利益合計 1,797 －

特別損失   

固定資産除売却損 35 49

投資有価証券売却損 － 10

投資有価証券評価損 － 41

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 －

その他 1 －

特別損失合計 445 101

税金等調整前四半期純利益 669 1,325

法人税、住民税及び事業税 98 185

法人税等調整額 8 335

法人税等合計 106 520

少数株主損益調整前四半期純利益 562 804

少数株主利益 54 34

四半期純利益 507 769
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 562 804

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9 △56

為替換算調整勘定 △83 △95

その他の包括利益合計 △92 △152

四半期包括利益 469 652

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 414 616

少数株主に係る四半期包括利益 55 35
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

(4) 追加情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月

４日）を適用しております。 

（法人税率の変更等による影響） 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部

を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施する

ために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月

１日以降開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下

のとおりとなります。 

平成24年３月31日まで 40.7％ 

平成24年４月１日から平成27年３月31日 38.0％ 

平成27年４月１日以降 35.6％ 

この税率の変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が15百万円減

少し、法人税等調整額が18百万円増加しております。 
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(5) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ．前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

１．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 

（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 42,971 244 4,457 47,674 1,618 49,292

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
4 － 188 193 176 370

計 42,976 244 4,646 47,867 1,795 49,663

セグメント利益又は損失（△） △155 101 145 91 40 131

(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。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 91

「その他」の区分の利益 40

全社費用 (注) △407

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △275

(注) 全社費用は、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。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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Ⅱ．当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．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 

（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 100,467 422 4,985 105,875 955 106,831

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
－ － 305 305 129 435

計 100,467 422 5,290 106,181 1,085 107,266

セグメント利益 2,423 85 140 2,650 6 2,656

(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、人材派遣事業であります。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 2,650

「その他」の区分の利益 6

セグメント間取引消去 △4

全社費用 (注) △499

四半期連結損益計算書の営業利益 2,153

(注) 全社費用は、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。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

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㈱の株式を取得し、

連結の範囲に含めております。これらの事業展開によって期待される超過収益力から発生した当第

３四半期連結累計期間におけるのれんの金額は、「自動車関連事業」において1,806百万円増加し

ております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 
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