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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 148,374 △2.6 4,283 2.5 3,596 12.3 4,081 61.1
24年3月期 152,362 119.2 4,179 534.9 3,202 ― 2,534 83.7

（注）包括利益 25年3月期 4,703百万円 （79.6％） 24年3月期 2,618百万円 （83.0％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 61.30 ― 23.7 5.3 2.9
24年3月期 38.06 ― 18.5 5.3 2.7

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 65,573 20,405 29.7 292.41
24年3月期 70,622 15,719 21.2 224.53

（参考） 自己資本   25年3月期  19,469百万円 24年3月期  14,949百万円

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

25年3月期 7,007 △7,428 △3,166 5,247
24年3月期 9,624 △4,243 △8,667 8,615

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 266 6.5 1.5
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 4.00 4.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％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
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 153,000 3.1 4,000 △6.6 3,500 △2.7 3,100 △24.0 46.56



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しておりま
す。詳細は、添付資料21ページ「４． 連結財務諸表 （5） 連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 

(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会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 66,635,063 株 24年3月期 66,635,063 株
② 期末自己株式数 25年3月期 52,379 株 24年3月期 52,000 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 66,582,817 株 24年3月期 66,584,314 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 4,704 70.3 1,156 936.9 2,628 311.3 3,060 400.2
24年3月期 2,763 △13.1 111 △70.3 638 ― 611 △55.5

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

25年3月期 45.97 ―
24年3月期 9.19 ―

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

25年3月期 39,923 17,602 44.1 264.37
24年3月期 39,710 14,247 35.9 213.97

（参考） 自己資本 25年3月期  17,602百万円 24年3月期  14,247百万円

※ 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、連結財務諸表の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「１．経営成績・財政状態に関する分析 （1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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－ 1 －

日産東京販売ホールディングス株式会社(8291) 
　　　　　　　　　平成25年３月期　決算短信

－ 1 －



１．経営成績・財政状態に関する分析 

(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、東日本大震災からの復興需要等に支えられての緩やかな回復

基調にあり、昨年末からの新政権によるデフレ脱却に向けた政策への期待から景況感の改善も見られた

ものの、欧州・中国の景気後退、日中情勢の悪化等のマイナス要因もあり、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事業におきましては、軽自動車を含む国内の新車販売台数は前

年同期比9.6％増、また、当社グループのマーケットである東京都内は同10.1％増であります。しかし

ながら、当社グループの新車販売台数は昨年同期の販売への自然災害の影響が他社より少なかったこと

もあり、前年同期比2.2％減の実績となっております。 

これらの結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は148,374百万円（前連結会計年度

比3,988百万円減、2.6％減）、営業利益は4,283百万円（前連結会計年度比104百万円増、2.5％増）、

経常利益は3,596百万円（前連結会計年度比393百万円増、12.3％増）となりました。また、特別損失に

固定資産除売却損を計上いたしましたが、繰延税金資産の計上などにより法人税等調整額が大幅に減少

した結果、当期純利益は4,081百万円（前連結会計年度比1,547百万円増、61.1％増）となりました。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 自動車関連事業 

新車販売台数の減少及び中古車販売の前年上半期の中古車市場が活況であった反動により減収とな

りましたが、セレナ・ノート・キャラバン・シルフィの新型車効果や引き続き取り組んでまいりまし

た営業費削減等により増益となった結果、売上高は140,656百万円（前連結会計年度比2,340百万円減、

1.6％減）、セグメント利益（営業利益）は4,617百万円（前連結会計年度比125百万円増、2.8％増）

となりました。 

② 情報システム関連事業 

新興国の成長鈍化懸念に伴い、顧客のＩＴ投資は抑制傾向となり、予想以上にサーバーを中心とし

たハードウェアビジネスが減少したことにより減収となりましたが、クラウド技術をもとにデータセ

ンターを中心としたサービスビジネスが利益面に貢献し、さらに営業費削減努力の結果、売上高は

6,269百万円（前連結会計年度比1,270百万円減、16.8％減）、セグメント利益（営業利益）は220百

万円（前連結会計年度比2百万円減、1.2％減）となりました。 

③ その他 

その他の事業は不動産事業及び人材派遣事業であります。不動産事業において外部顧客への賃貸契

約が減少したこと、及び当社の連結子会社である東京日産コンピュータシステム㈱が保有する人材派

遣事業を営んでおりました㈱キャリアセンターの全株式を平成24年12月28日付で譲渡したことにより、

売上高は1,448百万円（前連結会計年度比378百万円減、20.7％減）、セグメント利益（営業利益）は

118百万円（前連結会計年度比1百万円減、1.5％減）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 34,724 73,358 98.6

 中古車 40,869 25,629 98.2

 その他 － 41,668 98.1

計 － 140,656 98.4

情報システム関連事業 － 6,269 83.2

報告セグメント計 － 146,925 97.6

その他 － 1,448 79.3

合計 － 148,374 97.4

(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。 

 

（今後の見通し） 

当社グループは、平成24年１月17日に中期経営計画を発表しており、平成25年度までの３ヶ年をさら

なる成長戦略への基礎となる安定した収益構造確立に努める期間と位置付けております。 

当連結会計年度におきましては、セレナ・ノート・キャラバン・シルフィの新型車効果等により中期

経営計画の連結営業利益、連結経常利益の目標値を達成いたしました。今後もこの利益水準が安定して

確保できる収益構造の確立に努めてまいります。 

自動車関連事業につきましては、昨年９月のエコカー補助金終了の影響もあり、新車需要は厳しい状

況となることが予想される中、日産自動車の戦略に沿ってマーケットシェアの拡大を図るとともに、お

客さまのニーズに合わせた提案型営業による付加価値販売に継続して取り組んでまいります。 

情報システム関連事業につきましては、引き続き顧客のＩＴインフラ環境の見直し提案を積極的に行

ってまいります。また、クラウド技術を利用したデータセンターの活用を軸とした提案を合わせて行い、

「お客様に 大のご満足」の提供に努め、サービスの向上に取り組んでまいります。 

以上により、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高153,000百万円、営業利益4,000百万円、

経常利益3,500百万円、当期純利益3,100百万円を見込んでおります。 
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(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65,573百万円（前連結会計年度比5,048百万円減、7.1％減）

となりました。主な内容は、長短繰延税金資産が840百万円及び投資有価証券が386百万円増加し、

受取手形及び売掛金が1,897百万円、その他流動資産が568百万円、有形・無形固定資産が268百万

円、その他投資資産が321百万円及び現金及び預金が3,368百万円減少しております。 

2) 負債 

当連結会計年度末における負債は45,167百万円（前連結会計年度比9,735百万円減、17.7％減）

となりました。主な内容は、賞与引当金が122百万円、その他流動負債が160百万円及び資産除去債

務が131百万円増加し、長短借入金が2,671百万円、支払手形及び買掛金が6,425百万円、未払法人

税等が351百万円、長短リース債務が343百万円及び長期繰延税金負債が309百万円減少しておりま

す。 

3) 純資産 

当連結会計年度末における純資産は20,405百万円（前連結会計年度比4,686百万円増、29.8％

増）となりました。主な内容は、資本剰余金を2,093百万円取り崩し、欠損金を一部填補しており、

これに加え、当期純利益を4,081百万円計上したことにより、利益剰余金は6,175百万円増加してお

ります。また、株価の上昇及び円安の影響によりその他の包括利益累計額が437百万円及び少数株

主持分が166百万円増加しております。 

② キャッシュ・フローの状況 

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5,247百万円（前連結

会計年度比3,368百万円減、39.1％減）となりました。 

1) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動による資金の増加は7,007百万円（前連結会計年度は9,624百万円の増加）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3,277百万円（前連結会計年度は3,069百万円）、減

価償却費が2,925百万円（前連結会計年度は3,015百万円）、固定資産除売却損が336百万円（前連

結会計年度は53百万円の損）、売上債権の減少が1,995百万円（前連結会計年度は1,825百万円の減

少）、たな卸資産の減少が4,631百万円（前連結会計年度は4,490百万円の減少）、未払消費税等の

増加が146百万円（前連結会計年度は243百万円の減少）及びその他営業活動による増加が423百万

円（前連結会計年度は996万円の減少）であり、主な資金の減少は、仕入債務の減少が6,046百万円

（前連結会計年度は161百万円の減少）及び法人税等の支払額が718百万円（前連結会計年度は349

百万円の還付額）であります。 

2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動による資金の減少は7,428百万円（前連結会計年度は4,243百万円の減少）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361百万円（前連結会計年度は177百万円の収

入）及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が74百万円（前連結会計年度はな

し）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7,658百万円（前連結会計年度

は5,521百万円の支出）及びその他投資活動による減少が205百万円（前連結会計年度は122百万円

の減少）であります。 

 

－ 4 －

日産東京販売ホールディングス株式会社(8291) 
　　　　　　　　　平成25年３月期　決算短信

－ 4 －



3) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による資金の減少は3,166百万円（前連結会計年度は8,667百万円の減少）であります。

主な資金の減少は、長短借入金の返済・収入の差引による支出が2,618百万円（前連結会計年度は

7,643百万円の支出）及びリース債務の返済による支出が537百万円（前連結会計年度は550百万円

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。 

当社は、業績回復への取り組みを継続して実施していくなか、平成23年４月に体制を再編し、規模の

拡大だけでなく、提案型付加価値販売、更なるコスト削減など、生産性の向上ならびに財務体質及び収

益力の強化に取り組んでまいりました。更に、平成24年の定時株主総会において、資本準備金の一部を

減少し、繰越利益剰余金に振り替え、別途積立金と併せて利益剰余金の欠損の解消を決議いただき、復

配の体制が整いました。その後も業績が堅調に推移した結果、財務基盤・内部留保も勘案のうえ、平成

25年３月期の期末配当につきまして、１株当たり年間４円とさせていただくことといたしました。 

なお、本件につきましては、平成25年６月開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。 

また、次期の配当につきましても、期末配当として１株当たり４円を予定しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。 

なお、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生に備えての対策を講じてまいります。 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

 

① 景気及び需要動向について 

1) 景気動向について 

当社グループでは、自動車関連事業が主な収益源であり、自動車の販売が中心となっております。

そのような中で、景気動向を見据えた法人の設備投資の抑制と少子化に伴う運転免許取得人口の減

少等の要因による需要の伸び悩みなどが、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

2) 需要動向について 

景気の動向による法人・個人を問わない買い控えに加え、若年層の車離れなどを要因とする構造

的不況が相乗効果となり需要の回復が未だ見込めない場合、当社グループの収益に影響を及ぼす可

能性があります。 
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② 法的規制等について 

1) 当社グループの自動車整備事業における、車検、法定点検は道路運送車両法に準拠しております。

そのため、車検の有効期間の延長や点検項目の減少等の法改正が行われた場合は、自動車整備事業

の収益に影響を及ぼす可能性があります。 

2) 消費税増税に伴い重量税等の自動車諸税の廃止・改正が行われなかった場合は、自動車販売事業

の需要に影響を及ぼす可能性があります。 

3) 規制緩和に伴う自動車整備事業や中古車販売事業に対する異業種からの参入は、競争の激化によ

る売上・収益単価の減少を招き、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 特定の取引先等について 

当社グループの新車販売事業は、特定の取引先（日産自動車㈱等）と特約販売契約を締結しており

ます。新型車の発表、発売、モデルチェンジなどの投入サイクルは特定取引先の主導となっておりま

す。また、商品である自動車は、特定取引先により生産・供給されております。従って、当社グルー

プの業績は、特定取引先の経営戦略及び災害等による生産・供給状況の影響を受ける可能性がありま

す。 

 

④ 企業イメージについて 

当社グループでは、商品の欠陥や個人情報の漏洩等による企業イメージの下落は業績に影響を及ぼ

すため、リスク管理体制を整備し強化してまいります。 

 

⑤ 資金調達について 

1) 資金調達の金利は、市場環境の変化等の要因で変動いたしますので、将来の金利変動によっては

当社グループの資金調達コストが増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

2) 当社グループでは、自動車関連事業が主な収益源であり、自動車の販売が中心となっております。

上述のようなリスクが実現することによる収益減等により、金融機関からの資金調達に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

⑥ 上場について 

当社は、管理部門及び内部監査体制を強化し、適時開示についての意識の向上を事業子会社を含め

全社に徹底するよう努めておりますが、万が一、金融商品取引法や東京証券取引所の定める規定等に

抵触した場合、その状況によっては上場廃止となり、企業活動に多大な影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

⑦ 自然災害による影響について 

地震、洪水等の大規模な自然災害が発生した場合、店舗設備及びサービス設備の損壊並びに人的被

害により企業活動に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社14社（非連結子会社３社含む）、関連会社１社で構成されており、自

動車関連及び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、連結子会社のみ示しております。 

 

(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）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㈱ 

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）エヌティオートサービス㈱、㈱車検館 

 

(2) 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㈱ 

 

(3) その他の事業 

 ・不動産事業 

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 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) １．◎：連結子会社  ○：非連結子会社  ●：関連会社 

２．㈱キャリアセンター（人材派遣事業）は、当社の連結子会社である東京日産コンピュータシステム㈱が保有

する全株式を平成24年12月28日付で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．解散手続き中でありました㈱キャピタル及びフォード東日㈱は、当連結会計年度において清算結了したこと

に伴い、連結の範囲から除外しております。 

４．㈱エース・オートサービス（自動車関連事業）はエヌティオートサービス㈱に、エース保険サービス㈱（自

動車関連事業）はエースビジネスサービス㈱に、それぞれ社名を変更しております。 

 

 

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 

◎ エヌティオートサービス㈱ 

◎ ㈱車検館 

◎ エースビジネスサービス㈱ 

◎ その他 計１社 

○ その他 計２社 

その他の関係会社 （計２社） 

日産ネットワークホールディングス㈱日産自動車㈱ 

自動車関連事業 （計12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
事
業
） 

その他の事業 （計２社） 

○ 葵交通㈱（タクシー事業） 

● 恵豊自動車交通㈱（タクシー事業） 
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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 

当社グループは、平成25年度までの３ヶ年をさらなる成長戦略への基礎となる安定した収益構造確立

に努める期間と位置付けて中期経営計画を策定し、 終年度（平成25年度）の経営指標を連結売上高

1,600億円、連結営業利益40億円、連結経常利益35億円、連結有利子負債残高45億円としております。 

平成25年３月期（平成24年度）における連結売上高は1,483億円、連結営業利益は42億円、連結経常

利益は35億円、連結有利子負債残高（リース債務を除く）は54億円となっており、利益につきましては

前倒しで既に経営指標を達成しております。 

なお、中期経営計画の 終年度となる次期の連結業績見通しの連結売上高につきましては、新車需要

の減少及び軽自動車を中心とするコンパクトカーの比率が高まることが予想されるため、中期経営計画

の指標を下回る1,530億円としておりますが、連結営業利益、連結経常利益につきましては経営指標ど

おりの見通しであります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループのコア事業である自動車関連業界の需要動向は、中長期的には需要は減少傾向にあり、

保有台数についても年々減少すると予測されるなど、マーケットの成長性は期待できない状況にありま

す。 

このような環境下、経営指標の達成に向けて以下の取り組みを実施してまいります。 

① ディーラー事業におけるマーケットシェア及び収益の拡大 

主力事業である日産ディーラー事業において、日産自動車の戦略に沿ってマーケットシェア拡大を

図るとともに、スケールメリットを活かしたオペレーション統一等によりコストの低減を行い、収益

力の拡大を実現し、規模のみならず収益力においても日産圏での 優良会社を目指してまいります。 

② 持株会社体制の強化 

ディーラー３社の集約に対応し、東証一部上場会社として、引き続き、子会社群に対し十分なガバ

ナンスと経営指導力を発揮できる持株会社体制を構築してまいります。 

③ コア周辺事業の整理統合 

コア事業の周辺事業についても、再編に伴い重複している機能及び事業会社について、整理・統合

を進めてまいりました。今後さらに、大きなシナジーを発揮できるよう努めてまいります。 

④ 店舗の老朽化及び耐震対策 

老朽化した店舗のリニューアル及び耐震対策を計画的に行うことによりＣＳの向上を図るとともに、

顧客数増大・売上拡大のため、新規店舗出店もすすめてまいります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

現体制に移行以来２年間、当社の業績は順調に推移してまいりました。当社は、この水準を維持向上

させステークホルダーの皆様の信頼を得ていくことを課題と考え、取り組んでまいります。 

当社グループで収益の９０％を占めるディーラー事業（コア事業）をさらに発展させていくとともに、

子会社との協業体制の効率化・収益化を進めてまいります。また、店舗の老朽化に対するリニューアル

や耐震対応を計画的に行いながら、新車店舗の新規出店もすすめることにより、ハード面を強化し、集

客増加・販売拡大を目指してまいります。 

グループ傘下の三つの自動車販売会社をはじめとして、当社グループの各事業会社において、提案型

営業による付加価値販売をさらに徹底することや、業界の慣習にとらわれず業務の平準化の促進及びム

ダの排除に取り組むことで、一人ひとりの生産性を高め、売上を大きくするとともに、より安定した収

益を上げてまいります。 

当社グループは以上の取り組みによる企業体質の強化に加え、東京をマーケットとする企業としての

特有の課題であるマンションなどの集合住宅（高い駐車場代）の増加、高度なインフラの整備など、自

動車保有に障壁を抱えた特有の環境の中で、加速する高齢化や今後ますます期待される女性の活躍・進

出などの社会変化をとらえ、企業価値の向上に取り組んでまいります。 
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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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,615 5,247

受取手形及び売掛金 8,468 6,571

商品 6,764 6,770

仕掛品 138 164

貯蔵品 66 57

繰延税金資産 720 1,822

その他 3,946 3,377

貸倒引当金 △19 △10

流動資産合計 28,700 24,001

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,275 6,339

機械装置及び運搬具（純額） 4,240 4,508

リース資産（純額） 8,675 8,342

土地 15,639 15,604

建設仮勘定 63 49

その他（純額） 491 409

有形固定資産合計 35,386 35,254

無形固定資産   

のれん 1,753 1,667

その他 237 188

無形固定資産合計 1,991 1,855

投資その他の資産   

投資有価証券 1,991 2,378

繰延税金資産 546 285

その他 2,217 1,895

貸倒引当金 △211 △97

投資その他の資産合計 4,543 4,461

固定資産合計 41,921 41,571

資産合計 70,622 65,573
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,176 13,750

短期借入金 567 481

1年内返済予定の長期借入金 1,203 1,322

リース債務 552 537

未払法人税等 508 157

賞与引当金 1,266 1,388

その他 5,122 5,282

流動負債合計 29,396 22,919

固定負債   

長期借入金 6,310 3,607

リース債務 8,146 7,817

繰延税金負債 309 －

退職給付引当金 10,216 10,191

資産除去債務 272 404

長期預り金 149 142

その他 100 84

固定負債合計 25,506 22,248

負債合計 54,902 45,167

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,752 13,752

資本剰余金 2,350 256

利益剰余金 △1,134 5,041

自己株式 △12 △12

株主資本合計 14,954 19,036

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 180 479

為替換算調整勘定 △186 △46

その他の包括利益累計額合計 △5 432

少数株主持分 769 936

純資産合計 15,719 20,405

負債純資産合計 70,622 65,573
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 152,362 148,374

売上原価 115,967 112,097

売上総利益 36,395 36,276

販売費及び一般管理費 32,215 31,992

営業利益 4,179 4,283

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 49 64

受取手数料 10 13

雑収入 94 39

営業外収益合計 156 119

営業外費用   

支払利息 522 322

支払手数料 239 254

雑損失 372 229

営業外費用合計 1,134 806

経常利益 3,202 3,596

特別利益   

関係会社株式売却益 － 27

特別利益合計 － 27

特別損失   

固定資産除売却損 66 336

投資有価証券売却損 11 －

投資有価証券評価損 54 9

特別損失合計 132 345

税金等調整前当期純利益 3,069 3,277

法人税、住民税及び事業税 508 326

法人税等調整額 △30 △1,311

法人税等合計 477 △985

少数株主損益調整前当期純利益 2,592 4,262

少数株主利益 58 181

当期純利益 2,534 4,081
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,592 4,262

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 92 301

為替換算調整勘定 △66 139

その他の包括利益合計 26 440

包括利益 2,618 4,703

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,558 4,519

少数株主に係る包括利益 60 184
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 13,752 13,752

当期末残高 13,752 13,752

資本剰余金   

当期首残高 2,350 2,350

当期変動額   

欠損填補 － △2,093

当期変動額合計 － △2,093

当期末残高 2,350 256

利益剰余金   

当期首残高 △3,668 △1,134

当期変動額   

欠損填補 － 2,093

当期純利益 2,534 4,081

当期変動額合計 2,534 6,175

当期末残高 △1,134 5,041

自己株式   

当期首残高 △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   

当期首残高 12,420 14,954

当期変動額   

欠損填補 － －

当期純利益 2,534 4,081

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,533 4,081

当期末残高 14,954 19,036
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 89 180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90 298

当期変動額合計 90 298

当期末残高 180 479

為替換算調整勘定   

当期首残高 △119 △186

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66 139

当期変動額合計 △66 139

当期末残高 △186 △46

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △29 △5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 437

当期変動額合計 24 437

当期末残高 △5 432

少数株主持分   

当期首残高 723 769

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45 166

当期変動額合計 45 166

当期末残高 769 936

純資産合計   

当期首残高 13,115 15,719

当期変動額   

当期純利益 2,534 4,081

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） 69 604

当期変動額合計 2,603 4,686

当期末残高 15,719 20,405
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 3,069 3,277

減価償却費 3,015 2,925

のれん償却額 100 91

貸倒引当金の増減額（△は減少） 87 △33

賞与引当金の増減額（△は減少） 61 99

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,012 △101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 －

受取利息及び受取配当金 △51 △65

支払利息 522 322

固定資産除売却損益（△は益） 53 336

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 66 9

関係会社株式売却損益（△は益） － △27

売上債権の増減額（△は増加） 1,825 1,995

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,490 4,631

仕入債務の増減額（△は減少） △161 △6,046

未払消費税等の増減額（△は減少） △243 146

その他 △996 423

小計 9,808 7,983

利息及び配当金の受取額 51 65

利息の支払額 △585 △324

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 349 △718

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,624 7,007

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,521 △7,658

有形固定資産の売却による収入 177 361

投資有価証券の取得による支出 △10 －

投資有価証券の売却による収入 12 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 74

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1,220 －

その他 △122 △205

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,243 △7,428

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） △863 4

長期借入れによる収入 6,819 2,751

長期借入金の返済による支出 △13,599 △5,374

社債の償還による支出 △450 －

リース債務の返済による支出 △550 △537

少数株主への配当金の支払額 △14 △17

その他 △8 7

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,667 △3,166

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,287 △3,585

現金及び現金同等物の期首残高 11,903 8,615

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 217

現金及び現金同等物の期末残高 8,615 5,247
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(5) 連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 11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。 

なお、㈱キャリアセンターは、連結子会社である東京日産コンピュータシステム㈱が保有する全株

式を平成24年12月28日付で譲渡したことに伴い、連結の範囲から除外しております。 

また、解散手続き中でありました㈱キャピタル及びフォード東日㈱は、当連結会計年度において清

算結了したことに伴い、連結の範囲から除外しております。 

(2) 非連結子会社の数及び名称 

非連結子会社である葵交通㈱他２社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）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．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社の数及び名称 

該当ありません。 

(2) 持分法を適用した関連会社の数及び名称 

該当ありません。 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の数及び名称 

持分法を適用しない非連結子会社３社（葵交通㈱他）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（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）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．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。 
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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） 

  時価のないもの 

   総平均法による原価法 

② たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  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 

  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 

③ デリバティブ 

 時価法 

(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。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

主として定額法を採用しております。なお、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。 

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を採用しております。 

④ 長期前払費用 

主として定額法を採用しております。 

(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。 

② 賞与引当金 

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。 
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③ 退職給付引当金 

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、数理計算上の差異については、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。 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準 

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) のれんの償却方法及び償却期間 

20年間以内で均等償却を行うこととしております。 

(6) 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。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜き方式を採用しております。 

② 連結納税制度の適用 

当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。 
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（会計方針の変更） 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更に伴う当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。 

 

（表示方法の変更） 

（連結損益計算書関係） 

１．前連結会計年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「受取手数料」は、金

額的重要性が増加したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の

変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」として表示し

ておりました105百万円は、「受取手数料」10百万円、「雑収入」94百万円として組み替えておりま

す。 

２．前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払割賦手数料」は、金額

的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「雑損失」に含めて表示しております。この表示

方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「支払割賦手数料」に表

示しておりました25百万円は、「雑損失」として組み替えております。 
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（セグメント情報等） 

【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」、「情報システ

ム関連事業」の２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 「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の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処

理の方法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23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 自 動 車 

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 142,996 7,539 150,536 1,826 152,362

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ 459 459 171 630

計 142,996 7,998 150,995 1,997 152,993

セグメント利益 4,492 223 4,715 120 4,835

セグメント資産 52,927 3,843 56,771 3,426 60,197

その他の項目  

減価償却費 2,794 62 2,857 77 2,934

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
6,083 161 6,245 56 6,302

(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、不動産事業及び人材派遣事業でありま

す。 
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 自 動 車 

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 140,656 6,269 146,925 1,448 148,374

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
8 444 452 134 586

計 140,665 6,713 147,378 1,582 148,961

セグメント利益 4,617 220 4,837 118 4,956

セグメント資産 51,936 3,495 55,432 3,267 58,699

その他の項目  

減価償却費 2,641 77 2,718 74 2,793

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
7,555 69 7,624 21 7,645

(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、不動産事業及び人材派遣事業でありま

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 150,995 147,378

「その他」の区分の売上高 1,997 1,582

セグメント間取引消去 △630 △586

連結財務諸表の売上高 152,362 148,374

 

（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 4,715 4,837

「その他」の区分の利益 120 118

セグメント間取引消去 △4 △1

全社費用(注) △652 △670

連結財務諸表の営業利益 4,179 4,283

(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 56,771 55,432

「その他」の区分の資産 3,426 3,267

セグメント間取引消去 △107 △61

全社資産(注) 10,532 6,935

連結財務諸表の資産合計 70,622 65,573

(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 2,857 2,718 77 74 74 132 3,009 2,925

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
6,245 7,624 56 21 46 13 6,349 7,659

(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。 

 

【関連情報】 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24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。 

 

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25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。 
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【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】 

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】 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
自 動 車 

関連事業 

情報システム

関 連 事 業 
計 

その他 全社・消去 合計 

当期償却額 100 － 100 － － 100

当期末残高 1,753 － 1,753 － － 1,753

(注) 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「自動車関連事業」におけるの

れんの当期償却額は90百万円、当期末残高は1,716百万円であります。 

 

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
自 動 車 

関連事業 

情報システム

関 連 事 業 
計 

その他 全社・消去 合計 

当期償却額 91 － 91 － － 91

当期末残高 1,667 － 1,667 － － 1,667

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 224.53円 292.41円

１株当たり当期純利益金額 38.06円 61.30円

(注) １．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。 

２．１株当たり当期純利益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23年４月１日 

至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 2,534 4,081

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（百万円） 2,534 4,081

普通株式の期中平均株式数（千株） 66,584 66,582

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,910 3,433

貯蔵品 0 0

前払費用 149 180

繰延税金資産 17 314

未収入金 60 607

その他 1 0

流動資産合計 7,140 4,535

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,010 13,221

減価償却累計額 △7,750 △8,025

建物（純額） 5,260 5,195

構築物 1,106 1,184

減価償却累計額 △904 △942

構築物（純額） 201 241

機械及び装置 29 49

減価償却累計額 △23 △25

機械及び装置（純額） 5 23

工具、器具及び備品 899 950

減価償却累計額 △671 △783

工具、器具及び備品（純額） 227 166

土地 16,435 16,347

リース資産 179 1,178

減価償却累計額 △20 △97

リース資産（純額） 159 1,080

建設仮勘定 33 33

有形固定資産合計 22,323 23,089

無形固定資産   

ソフトウエア 86 76

無形固定資産合計 86 76

投資その他の資産   

投資有価証券 1,772 2,229

関係会社株式 8,917 8,928

出資金 171 －

関係会社長期貸付金 － 141

長期前払費用 124 88

敷金及び保証金 1,223 1,248

その他 4 2

関係会社投資等損失引当金 △2,053 △417

投資その他の資産合計 10,160 12,221

固定資産合計 32,570 35,387

資産合計 39,710 39,923
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 23 8

短期借入金 150 －

1年内返済予定の長期借入金 1,160 1,273

リース債務 14 77

未払金 74 252

未払費用 70 103

未払法人税等 15 15

未払消費税等 － 35

前受金 14 4

預り金 16,958 15,189

前受収益 20 22

賞与引当金 11 13

流動負債合計 18,512 16,997

固定負債   

長期借入金 6,063 3,373

リース債務 152 1,003

繰延税金負債 309 371

長期未払金 52 52

資産除去債務 249 380

長期預り金 123 142

固定負債合計 6,951 5,323

負債合計 25,463 22,321

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 2,335 241

資本剰余金合計 2,335 241

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 362 196

別途積立金 2,600 －

繰越利益剰余金 △5,056 2,863

利益剰余金合計 △2,006 3,147

自己株式 △12 △12

株主資本合計 14,067 17,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 179 474

評価・換算差額等合計 179 474

純資産合計 14,247 17,602

負債純資産合計 39,710 39,923
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 2,763 4,704

売上原価 1,915 2,674

売上総利益 848 2,030

販売費及び一般管理費 736 873

営業利益 111 1,156

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 47 62

関係会社投資等損失引当金戻入額 994 1,635

雑収入 3 1

営業外収益合計 1,046 1,699

営業外費用   

支払利息 314 151

シンジケートローン手数料 90 70

スワップ解約損 53 －

雑損失 61 6

営業外費用合計 519 228

経常利益 638 2,628

特別損失   

固定資産除売却損 17 318

投資有価証券売却損 12 －

投資有価証券評価損 33 35

特別損失合計 63 354

税引前当期純利益 575 2,273

法人税、住民税及び事業税 4 △388

法人税等調整額 △40 △398

法人税等合計 △36 △786

当期純利益 611 3,060
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 13,752 13,752

当期末残高 13,752 13,752

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 2,335 2,335

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － △2,093

当期変動額合計 － △2,093

当期末残高 2,335 241

その他資本剰余金   

当期首残高 － －

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 2,093

欠損填補 － △2,093

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

当期首残高 2,335 2,335

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － △2,093

当期変動額合計 － △2,093

当期末残高 2,335 241

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 87 87

当期末残高 87 87

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

当期首残高 339 362

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － △165

圧縮記帳積立金の税率変更による増
加

22 －

当期変動額合計 22 △165

当期末残高 362 196

別途積立金   

当期首残高 2,600 2,600

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △2,600

当期変動額合計 － △2,600

当期末残高 2,600 －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 △5,645 △5,056

当期変動額   

欠損填補 － 2,093

圧縮記帳積立金の取崩 － 165

圧縮記帳積立金の税率変更による増
加

△22 －

別途積立金の取崩 － 2,600

当期純利益 611 3,060

当期変動額合計 589 7,920

当期末残高 △5,056 2,863

利益剰余金合計   

当期首残高 △2,618 △2,006

当期変動額   

欠損填補 － 2,093

圧縮記帳積立金の取崩 － －

圧縮記帳積立金の税率変更による増加 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純利益 611 3,060

当期変動額合計 611 5,154

当期末残高 △2,006 3,147

自己株式   

当期首残高 △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   

当期首残高 13,456 14,067

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純利益 611 3,060

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 611 3,060

当期末残高 14,067 17,128
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 90 179

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88 294

当期変動額合計 88 294

当期末残高 179 474

評価・換算差額等合計   

当期首残高 90 179

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88 294

当期変動額合計 88 294

当期末残高 179 474

純資産合計   

当期首残高 13,546 14,247

当期変動額   

当期純利益 611 3,060

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） 88 294

当期変動額合計 700 3,355

当期末残高 14,247 17,602
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６．役員の異動 

(1) 代表者の異動 

 該当事項はありません 

 

(2) その他の役員の異動（平成25年６月21日付予定） 

① 新任取締役候補 

 取締役    西村 健二 

        ※現  当社顧問 

         継続 エヌティオートサービス㈱代表取締役社長 

 

 取締役    寺田 繁人 

        ※継続 日産自動車㈱日本マーケティング＆セールス参事（ＲＶＰ） 

 

② 退任予定取締役 

 取締役相談役 永安 省三 

        ※当社相談役就任予定 

         継続 東京日産自動車販売㈱代表取締役会長 

 

 

以上 
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