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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 70,629 △1.0 2,600 67.5 2,313 94.1 1,927 70.1
25年3月期第2四半期 71,323 0.2 1,552 △6.4 1,191 1.1 1,132 51.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,195百万円 （92.7％） 25年3月期第2四半期 1,139百万円 （50.2％）

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

26年3月期第2四半期 28.95 ―
25年3月期第2四半期 17.01 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 63,736 22,304 33.5
25年3月期 65,573 20,405 29.7
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  21,364百万円 25年3月期  19,469百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

25年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 5,600 30.7 5,000 39.0 4,500 10.3 67.59



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 66,635,063 株 25年3月期 66,635,063 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 53,305 株 25年3月期 52,379 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 66,582,012 株 25年3月期2Q 66,582,834 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済・金融政策などへの期待感

から円安・株高が進行し、企業収益や消費者マインドの改善により個人消費は底堅く推移するなど景気

は緩やかに回復しております。 

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も需要は回復基調にあり、全国の新車販売台

数はエコカー補助金の効果があった前年同四半期との比較で1.7％減まで回復いたしました。また、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は同1.0％の増加に転じております。 

このような状況の中、当社グループの新車販売台数は17,029台（前年同四半期比983台増、6.1％増）

となり、コア事業である自動車関連事業は順調に推移いたしました。 

これらの結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、㈱キャリアセンタ

ー（人材派遣事業）の全株式を平成24年12月28日付で譲渡したことなどにより、売上高は70,629百万円

（前年同四半期比694百万円減、1.0％減）となりましたが、営業利益は2,600百万円（前年同四半期比

1,047百万円増、67.5％増）、経常利益は2,313百万円（前年同四半期比1,121百万円増、94.1％増）、

四半期純利益は1,927百万円（前年同四半期比794百万円増、70.1％増）と大幅な増益となり、過去最高

益となりました。 

 

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 

新車販売においては新型車デイズの効果に加え、セレナ・ノート・キャラバン等の販売も堅調であ

り、中古車販売につきましても好調に推移した結果、売上高は67,981百万円（前年同四半期比1,236

百万円増、1.9％増）、セグメント利益（営業利益）は2,779百万円（前年同四半期比1,109百万円増、

66.4％増）となりました。 

② 情報システム関連事業 

ハードウェアビジネスにおけるパソコン・サーバーなどの機器販売が減少した結果、売上高は

2,408百万円（前年同四半期比1,282百万円減、34.7％減）、セグメント利益（営業利益）は124百万

円（前年同四半期比14百万円減、10.4％減）となりました。 

③ その他 

その他の事業である不動産事業につきましては、ほぼ計画通りに推移いたしましたが、㈱キャリア

センター（人材派遣事業）の全株式を平成24年12月28日付で譲渡したことにより、その他の事業の売

上高は238百万円（前年同四半期比648百万円減、73.1％減）、セグメント利益（営業利益）は60百万

円（前年同四半期比12百万円増、24.8％増）となりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

① 資産 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は63,736百万円（前連結会計年度比1,836百万円減、

2.8％減）となりました。主な内容は、商品が380百万円及び投資有価証券が230百万円増加し、現金

及び預金が946百万円、受取手形及び売掛金が417百万円、その他流動資産が269百万円、有形固定資

産が601百万円、長短繰延税金資産が222百万円減少しております。 

② 負債 

当第２四半期連結会計期間末における負債は41,431百万円（前連結会計年度比3,735百万円減、

8.3％減）となりました。主な内容は、支払手形及び買掛金が2,005百万円、賞与引当金が280百万円、

その他流動負債が453百万円、長短借入金が472百万円、長短リース債務が352百万円及び退職給付引

当金が225百万円減少しております。 

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22,304百万円（前連結会計年度比1,899百万円増、

9.3％増）となりました。主な内容は、配当金の支払による減少が266百万円ありましたが、四半期純

利益を1,927百万円計上したことにより、利益剰余金が1,661百万円及び株価の上昇・円安の影響によ

りその他の包括利益累計額が234百万円増加しております。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第２四半期連結累計期間の業績動向などを踏まえ、平成25年５月14日に公表いたしました「平成26

年３月期の通期連結業績予想」を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表しております

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,247 4,300

受取手形及び売掛金 6,571 6,153

商品 6,770 7,150

仕掛品 164 223

貯蔵品 57 58

繰延税金資産 1,822 1,720

その他 3,377 3,107

貸倒引当金 △10 △9

流動資産合計 24,001 22,705

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,103 6,017

リース資産（純額） 8,342 7,991

土地 15,604 15,651

その他（純額） 5,203 4,991

有形固定資産合計 35,254 34,652

無形固定資産   

のれん 1,667 1,624

その他 188 186

無形固定資産合計 1,855 1,811

投資その他の資産   

投資有価証券 2,378 2,608

繰延税金資産 285 165

その他 1,895 1,857

貸倒引当金 △97 △63

投資その他の資産合計 4,461 4,567

固定資産合計 41,571 41,030

資産合計 65,573 63,736

－ 4 －

日産東京販売ホールディングス株式会社(8291) 
　　　　　平成26年3月期　第2四半期決算短信

－ 4 －



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,750 11,745

短期借入金 481 348

1年内返済予定の長期借入金 1,322 2,626

リース債務 537 513

未払法人税等 157 216

賞与引当金 1,388 1,107

その他 5,282 4,829

流動負債合計 22,919 21,386

固定負債   

長期借入金 3,607 1,962

リース債務 7,817 7,489

退職給付引当金 10,191 9,966

資産除去債務 404 406

その他 227 219

固定負債合計 22,248 20,045

負債合計 45,167 41,431

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,752 13,752

資本剰余金 256 256

利益剰余金 5,041 6,702

自己株式 △12 △13

株主資本合計 19,036 20,697

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 479 623

為替換算調整勘定 △46 43

その他の包括利益累計額合計 432 667

少数株主持分 936 940

純資産合計 20,405 22,304

負債純資産合計 65,573 63,736
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 71,323 70,629

売上原価 54,001 52,841

売上総利益 17,322 17,788

販売費及び一般管理費 15,769 15,187

営業利益 1,552 2,600

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 32 30

雑収入 52 37

営業外収益合計 85 69

営業外費用   

支払利息 178 125

支払手数料 124 123

雑損失 142 106

営業外費用合計 446 356

経常利益 1,191 2,313

特別損失   

固定資産除売却損 6 3

特別損失合計 6 3

税金等調整前四半期純利益 1,185 2,309

法人税、住民税及び事業税 141 216

法人税等調整額 △133 134

法人税等合計 8 350

少数株主損益調整前四半期純利益 1,176 1,958

少数株主利益 43 31

四半期純利益 1,132 1,927
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,176 1,958

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44 145

為替換算調整勘定 6 90

その他の包括利益合計 △37 236

四半期包括利益 1,139 2,195

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,094 2,162

少数株主に係る四半期包括利益 44 32
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(3) 四半期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。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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 

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 66,744 3,691 70,436 887 71,323

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
12 226 238 83 321

計 66,757 3,918 70,675 970 71,645

セグメント利益 1,670 139 1,810 48 1,858

(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。 

 

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 1,810

「その他」の区分の利益 48

セグメント間取引消去 △0

全社費用 (注) △305

四半期連結損益計算書の営業利益 1,552

(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。 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30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 

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 67,981 2,408 70,390 238 70,629

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
0 202 202 － 202

計 67,982 2,610 70,593 238 70,831

セグメント利益 2,779 124 2,904 60 2,965

(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、不動産事業であります。なお、㈱キャ

リアセンター（人材派遣事業）の全株式を平成24年12月28日付で譲渡したことにより、その他の事業は不動産事

業のみとなっております。 

 

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 2,904

「その他」の区分の利益 60

全社費用 (注) △365

四半期連結損益計算書の営業利益 2,600

(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。 
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