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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次

第97期

第２四半期

連結累計期間

第98期

第２四半期

連結累計期間

第97期

第２四半期

連結会計期間

第98期

第２四半期

連結会計期間

第97期

会計期間
自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日

自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日

自 平成20年７月１日

至 平成20年９月30日

自 平成21年７月１日

至 平成21年９月30日

自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日

売上高 （百万円） 43,639 32,150 22,454 17,845 80,820

経常損失 （百万円） 1,010 1,123 122 215 2,150

四半期(当期)純損失 （百万円） 2,138 1,338 878 445 1,297

純資産額 （百万円） － － 11,685 11,059 12,054

総資産額 （百万円） － － 56,176 48,924 53,595

１株当たり純資産額 （円） － － 164.85 156.04 170.64

１株当たり四半期(当期)
純損失金額

（円） 32.11 20.10 13.20 6.68 19.49

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 19.5 21.2 21.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,760 1,217 － － △1,372

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,058 736 － － 2,187

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 909 △2,274 － － 55

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） － － 2,348 4,795 5,110

従業員数 （人） － － 1,851 1,752 1,768

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につきましては、第97期第２四半期連結累計(会計)期間、

第98期第２四半期連結累計(会計)期間及び第97期のいずれの期におきましても１株当たり四半期(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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社につきましても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社における状況

平成21年９月30日現在

従業員数(人) 1,752(183)　

(注) １．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

２．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2)　提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(人) 15 (2)　

(注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【販売及び仕入の状況】

(1) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 販売台数(台) 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

自動車関連事業 　 　 　

　新　車 4,598 8,748 85.7

　中古車 3,111 2,160 53.6

　その他 － 5,034 93.1

計 － 15,942 81.1

不動産関連事業 － 104 85.0

情報システム関連事業 － 1,223 65.5

その他の事業 － 573 70.5

合計 － 17,845 79.5

(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。

　

(2) 仕入実績

当第２四半期連結会計期間における仕入実績は次のとおりであります。

なお、仕入実績については、事業の性質上「自動車関連事業」の新車及び中古車について開示しており

ます。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

自動車関連事業 　 　

　新　車 7,681 94.3

　中古車 1,765 70.7

合計 9,447 88.8

(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。
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２ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

(1) 当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

(2) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

当社グループは、前連結会計年度において1,582百万円の営業損失及び2,150百万円の経常損失を計

上しております。当第２四半期連結会計期間につきましては、減税対象車を中心に拡販に取り組み、新

車販売台数は回復傾向で推移いたしましたが、計画台数を上回るには至らず、また、コンパクトカーを

中心とした販売車種構成となったことに伴い粗利単価が減少した結果、売上総利益は未達となりまし

た。このような状況の中、中期経営計画（新TR-10）の実行により販売費及び一般管理費の削減を加速

して実施いたしましたが、売上総利益の未達を補完するまでには至らず、55百万円の営業損失及び215

百万円の経常損失となりました。

全体需要が大きく低迷する厳しい市場環境の中、損失の計上が継続した場合は、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ます。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年下半期より急速に悪化した景気は底入れの動

きはあるものの、企業収益や雇用情勢は依然として低迷しており、先行き不透明の状況が続いておりま

す。

当社グループの属する自動車関連業界は、企業の設備投資や個人消費の低迷が継続する厳しい状況の

中、エコカー減税及びエコカー補助金の効果により回復傾向にあるものの、軽自動車を含む国内新車販売

台数の全体需要は前年同四半期比1.9％減となりました。特に当社グループのマーケットである東京都内

の需要は、企業の設備投資の低迷の影響が大きく、前年同四半期比10.3％減となり、引き続き厳しい経営

環境となりました。

このような状況のもと、当社グループの中核事業会社である東京日産自動車販売㈱において、減税対象

車を中心に拡販に取り組み、回復基調で推移いたしましたが、前年実績を上回るまでに至らず、同社の新

車販売台数は前年同四半期比4.4％減となった結果、輸入車を含めた当社グループ全体の新車販売台数は

前年同四半期比3.9％減となりました。

当社グループの当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、新車販売台数の前年割れ及び減税

対象のコンパクトカーを中心とした販売車種構成となった結果、売上高は17,845百万円（前年同四半期

比4,609百万円減、20.5％減）、売上総利益は4,006百万円（前年同四半期比893百万円減、18.2％減）とな

りました。当社グループでは収益の減少を補完すべく、引き続き中期経営計画（新TR-10）に基づく営業

費の削減に取り組み、販売費及び一般管理費を前年同四半期に比べ799百万円減と大幅に削減したことに

より損失を圧縮した結果、営業損益は55百万円の損失（前年同四半期は39百万円の営業利益）、経常損益

は215百万円の損失（前年同四半期比92百万円の損失増）にとどまりました。また、特別損失において店

舗網の再編に伴う事業再編損161百万円を含む232百万円を計上いたしましたが、前年同四半期に比べ442

百万円減少したこともあり、四半期純損益は445百万円の損失（前年同四半期比433百万円の損失減）と

なりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　自動車関連事業

自動車整備事業におきましては、㈱エース・オートサービス、㈱車検館の整備車両入庫増の取り組み

により増収となりましたが、自動車ディーラー事業におきましては、東京日産自動車販売㈱、㈱ジャ

ガー東京の販売台数及び粗利単価の減少により減収となりました。また、中古車事業を展開しておりま

した㈱カーネット車楽を昨年９月30日付で解散したこともあり、自動車関連事業全体の売上高は

15,942百万円（前年同四半期比3,706百万円減、18.9％減）、売上総利益は3,441百万円（前年同四半期

比846百万円減、19.7％減）となりました。営業損益につきましては、販売費及び一般管理費を前年同四

半期に比べ662百万円減と大幅に削減したことにより損失を圧縮した結果、38百万円の損失（前年同四

半期は145百万円の営業利益）にとどまりました。

②　不動産関連事業

ほぼ100％の稼働率で推移した結果、売上高は104百万円（前年同四半期比18百万円減、15.0％減）と

なりましたが、売上原価の低減により営業利益は50百万円（前年同四半期比14百万円増、38.5％増）と

なりました。
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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、活動の中心をハードウェアビジネ

スから収益力のあるサービスビジネスへとより積極的に展開してまいりましたが、顧客のＩＴ投資減

退の影響から、サービスビジネスを確保するためのハードウェア及びソフトウェアの売上高が大幅に

減少した結果、売上高は1,223百万円（前年同四半期比644百万円減、34.5％減）、営業利益は81百万円

（前年同四半期比19百万円減、19.2％減）となりました。

④　その他の事業

その他の事業は、人材派遣業及び自動車教習所事業であります。人材派遣業につきましては、継続契

約の取りやめは依然として続いており、稼動人員は大幅に減少した状況で推移いたしました。自動車教

習所事業につきましては、二輪教習者及び二種免許教習者の増加により、入校者数は前年同四半期に比

べ約１割増加いたしました。この結果、売上高は573百万円（前年同四半期比239百万円減、29.5％減）、

営業利益は9百万円（前年同四半期は10百万円の営業損失）と売上高は減少となりましたが、損益は改

善しております。

　

(2) 財政状態の分析

①　資産

当第２四半期連結会計期間末における総資産は48,924百万円となり、前連結会計年度に比べ4,670百

万円減少しております。これは、主に売上債権の早期回収及び車両販売台数の減少により受取手形及び

売掛金が901百万円、販売用車両の在庫圧縮により商品が741百万円、固定資産の売却代金の回収等によ

りその他流動資産が1,737百万円、店舗網の再編に伴う土地・建物等の除売却及び減価償却により有形

固定資産が1,355百万円減少したことによるものであります。

②　負債

当第２四半期連結会計期間末における負債は37,864百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,676百

万円減少しております。これは、主に仕入債務の支払及び車両仕入台数の減少により支払手形及び買掛

金が952百万円、長短借入金が1,988百万円、長短社債が190百万円減少したことによるものであります。

③　純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産は11,059百万円となり、前連結会計年度に比べ994百万

円減少しております。これは、主にその他有価証券評価差額金が274百万円増加いたしましたが、四半期

純損失を計上したことにより利益剰余金が1,338百万円減少したことによるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、4,795百万円

（前年同四半期比2,446百万円増）となりました。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間において営業活動により得られた資金は2,397百万円（前年同四半期比

765百万円増）であります。これは、主に税金等調整前四半期純損失が410百万円及び売上債権の増加が

948百万円ありましたが、減価償却費が347百万円、たな卸資産の減少が187百万円及び仕入債務の増加

が3,216百万円あったことによるものであります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間において投資活動により得られた資金は879百万円（前年同四半期は

1,040百万円の支出）であります。これは、主に有形固定資産の取得による支出が324百万円ありました

が、有形固定資産の売却による収入が1,179百万円あったことによるものであります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間において財務活動により支出した資金は803百万円（前年同四半期比

1,994百万円減）であります。これは、主に社債の償還による支出が190百万円及び長短借入金の返済・

収入の差引による支出が605百万円あったことによるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

　

(6) 事業等のリスクに記載した重要事象等について

当社グループは、「事業等のリスク」に記載したとおり、損失の計上が継続した場合は、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ます。

全体需要が大きく低迷する厳しい市場環境の中、当該事象を解消するため平成22年３月期から平成24

年３月期にかけた新たな３ヶ年計画である中期経営計画（新TR-10）を策定し、実行しております。

この中期経営計画（新TR-10）に基づき、店舗ネットワークの再構築並びに当社及び東京日産自動車販

売㈱を中心とした本社機構の再編を実施いたしました。また、間接員人件費の更なる削減にも取り組んで

まいります。

これら固定費の大幅な削減を柱とした中期経営計画（新TR-10）を確実に実行し、当第２四半期連結会

計期間において販売費及び一般管理費を前年同四半期に比べ799百万円削減しております。

この取り組みの継続により、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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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、店舗網の再編に伴い下記設備を売却しております。

会社名 所在地
事業の種類別

セグメントの名称
設備の内容

帳簿価額(単位:百万円)

売却時期建物及び

構 築 物

土地

(面積㎡)
その他 合計

提出会社 東京都府中市 自動車関連事業 販売店舗
　

31
　

　
930

(2,101)

　
0

　

　
961

　

平成21年
９月

(注)　上記の金額には、消費税等を含んでおりません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末の重要な設備の新設、除却等の計画

について重要な変更はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はあり

ません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 136,400,000

計 136,400,000

　

②　【発行済株式】

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成21年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年11月13日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 66,635,063 66,635,063
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数1,000株

計 66,635,063 66,635,063 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資　本　金

増　減　額

(百万円)

資　本　金

残　　　高

(百万円)

資本準備金

増　減　額

(百万円)

資本準備金

残　　　高

(百万円)

平成21年９月30日 － 66,635,063 － 13,752 － 2,335
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(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日産ネットワークホールディングス
株式会社

東京都中央区銀座６－17－１ 22,656 34.00

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－26－１ 4,739 7.11

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１－２－１ 4,640 6.96

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２－27－２ 2,620 3.93

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３－７－３ 2,578 3.86

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社

東京都中央区晴海１－８－11 1,567 2.35

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１－17－18 1,470 2.20

株式会社アルファ 神奈川県横浜市金沢区福浦１－６－８ 1,343 2.01

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 1,224 1.83

株式会社太洋商会 東京都千代田区鍛冶町１－10－４ 1,173 1.76

計 － 44,010 66.04

(注)　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。

　

(6) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 45,000

完全議決権株式（その他） 　普通株式 66,495,000 66,495 －

単元未満株式 　普通株式 95,063 － －

発行済株式総数 　 66,635,063－ －

総株主の議決権 － 66,495 －
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②　【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

株式会社東日カーライフグ
ループ

東京都品川区西五反田

４－32－１
45,000 － 45,000 0.06

計 － 45,000 － 45,000 0.06

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 平成21年５月 平成21年６月 平成21年７月 平成21年８月 平成21年９月

最高(円) 230 186 176 157 134 128

最低(円) 98 97 126 97 117 99

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであり

ます。

　　退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役会長 － 林　　文子 平成21年８月10日
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第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９

月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、アーク監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,295 5,610

受取手形及び売掛金 5,384 6,285

商品 2,709 3,450

仕掛品 98 75

貯蔵品 13 24

その他 1,402 3,139

貸倒引当金 △20 △39

流動資産合計 14,881 18,546

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 6,815

※1
 7,073

土地 20,625 21,470

その他（純額） ※1
 1,917

※1
 2,169

有形固定資産合計 29,358 30,713

無形固定資産 ※2
 575

※2
 650

投資その他の資産

投資有価証券 1,769 1,490

長期貸付金 37 37

その他 2,403 2,259

貸倒引当金 △100 △101

投資その他の資産合計 4,109 3,685

固定資産合計 34,043 35,048

資産合計 48,924 53,595

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,804 11,757

短期借入金 ※4
 4,624

※4
 6,924

1年内返済予定の長期借入金 8,356 5,122

1年内償還予定の社債 100 240

未払法人税等 85 169

賞与引当金 463 459

その他 2,713 3,201

流動負債合計 27,148 27,874
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日)

固定負債

社債 500 550

長期借入金 5,181 8,105

繰延税金負債 433 433

退職給付引当金 3,818 3,868

役員退職慰労引当金 17 49

長期預り金 599 648

その他 164 10

固定負債合計 10,716 13,666

負債合計 37,864 41,541

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 △5,493 △4,154

自己株式 △12 △12

株主資本合計 10,596 11,935

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △104 △379

為替換算調整勘定 △101 △192

評価・換算差額等合計 △205 △571

少数株主持分 669 691

純資産合計 11,059 12,054

負債純資産合計 48,924 53,595
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(2)【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20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 43,639 32,150

売上原価 34,529 24,865

売上総利益 9,109 7,285

販売費及び一般管理費 ※１
 9,867

※１
 8,064

営業損失（△） △757 △778

営業外収益

受取利息 19 2

受取配当金 29 4

持分法による投資利益 62 －

雑収入 83 15

営業外収益合計 193 22

営業外費用

支払割賦手数料 50 22

支払利息 262 250

雑損失 134 94

営業外費用合計 447 367

経常損失（△） △1,010 △1,123

特別利益

固定資産売却益 2 28

貸倒引当金戻入額 36 23

投資有価証券売却益 － 9

特別利益合計 38 61

特別損失

固定資産除売却損 734 87

事業再編損 － 161

特別退職金 252 －

関係会社整理損 13 －

投資有価証券評価損 0 －

その他 36 7

特別損失合計 1,037 256

税金等調整前四半期純損失（△） △2,009 △1,318

法人税、住民税及び事業税 108 30

法人税等調整額 △14 1

法人税等合計 94 32

少数株主利益又は少数株主損失（△） 34 △12

四半期純損失（△） △2,138 △1,338
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 22,454 17,845

売上原価 17,554 13,838

売上総利益 4,900 4,006

販売費及び一般管理費 ※１
 4,860

※１
 4,061

営業利益又は営業損失（△） 39 △55

営業外収益

受取利息 8 1

受取配当金 20 2

持分法による投資利益 21 －

雑収入 23 6

営業外収益合計 73 10

営業外費用

支払割賦手数料 18 8

支払利息 133 127

雑損失 83 34

営業外費用合計 235 170

経常損失（△） △122 △215

特別利益

固定資産売却益 1 28

投資有価証券売却益 － 9

特別利益合計 1 37

特別損失

固定資産除売却損 393 71

事業再編損 － 161

特別退職金 252 －

投資有価証券評価損 0 －

その他 28 0

特別損失合計 675 232

税金等調整前四半期純損失（△） △796 △410

法人税、住民税及び事業税 83 11

法人税等調整額 △29 △23

法人税等合計 54 △12

少数株主利益 27 47

四半期純損失（△） △878 △445
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,009 △1,318

減価償却費 967 678

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36 △20

関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減
少）

△15 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 48 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △149 △50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 △31

受取利息及び受取配当金 △48 △6

支払利息 262 250

持分法による投資損益（△は益） △62 －

固定資産除売却損益（△は益） 728 59

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 0 △9

事業再編損失 － 161

関係会社整理損 13 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,267 908

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,436 1,451

仕入債務の増減額（△は減少） △8,820 △816

未払消費税等の増減額（△は減少） 224 △159

その他 704 270

小計 △1,483 1,371

利息及び配当金の受取額 90 39

利息の支払額 △273 △267

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － 73

法人税等の支払額 △94 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,760 1,217

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 △3,189 △1,069

有形固定資産の売却による収入 2,195 2,016

投資有価証券の取得による支出 △39 －

投資有価証券の売却による収入 － 15

貸付金の回収による収入 1 －

出資金の払込による支出 － △200

その他 △26 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,058 736
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30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） 1,534 △2,335

長期借入れによる収入 2,100 1,400

長期借入金の返済による支出 △2,204 △1,132

社債の償還による支出 △490 △190

配当金の支払額 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △29 △14

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 909 △2,274

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,920 △315

現金及び現金同等物の期首残高 4,272 5,110

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 2,348

※１
 4,795
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

１．会計処理基準に関

する事項の変更

 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）

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、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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着

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、

その他の工事で当第２四半期連結会計期間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。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間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、当第２四半期連結累計期間より「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、当第２四半期連結累計期間における「法人税等の支払額」及び「法人税等の還付額」はそれぞれ122百万円、195

百万円であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

１．一般債権の貸倒見

積高の算定方法

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。

２．棚卸資産の評価方

法

 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法によっております。

なお、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

３．固定資産の減価償

却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。

４．法人税等並びに繰

延税金資産及び繰

延税金負債の算定

方法

 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

１．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。

なお、在外子会社における法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しており

ます。
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【注記事項】

　

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末

(平成21年９月30日)

前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　 10,840百万円

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　 10,937百万円

 

※２．無形固定資産の内訳

のれん 55百万円

その他 520百万円

　　合計 575百万円

 

※２．無形固定資産の内訳

のれん 55百万円

その他 595百万円

　　合計 650百万円

 

　３．保証債務 　３．保証債務

従業員財形貯蓄住宅資金制度
の利用者

12百万円

　　合計 12百万円

　

従業員財形貯蓄住宅資金制度
の利用者

13百万円

　　合計 13百万円

　

※４．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた
め、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しておりま
す。

この契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の
借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,000百万円

借入実行残高 －

　　差引額 1,000百万円

 

※４．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた
め、取引銀行５行とコミットメント契約を締結して
おります。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実
行残高は次のとおりであります。

コミットメントの総額 4,300百万円

借入実行残高 3,900百万円

　　差引額 400百万円

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

販売諸掛 878百万円

給料手当及び賞与 2,791百万円

賞与引当金繰入額 545百万円

退職給付費用 509百万円

賃借料及び設備費 1,432百万円

 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

販売諸掛 592百万円

給料手当及び賞与 2,417百万円

賞与引当金繰入額 377百万円

退職給付費用 406百万円

賃借料及び設備費 1,331百万円

 

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

販売諸掛 434百万円

給料手当及び賞与 1,426百万円

賞与引当金繰入額 239百万円

退職給付費用 275百万円

賃借料及び設備費 691百万円

 

※１．販売費及び一般管理費の主なもの

販売諸掛 313百万円

給料手当及び賞与 1,222百万円

賞与引当金繰入額 185百万円

退職給付費用 217百万円

賃借料及び設備費 678百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,349百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △1百万円

現金及び現金同等物 2,348百万円

　

現金及び預金 5,295百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △500百万円

現金及び現金同等物 4,795百万円

　

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４

月１日　至　平成21年９月30日）

　

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末

　普通株式(株) 66,635,063

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末

　普通株式(株) 45,618

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５．株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して、著しい変動はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

19,649 123 1,868 813 22,454 － 22,454

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

2 － 116 137 256 (256) －

計 19,651 123 1,984 950 22,710(256)22,454

営業利益又は営業損失(△) 145 36 101 △10 272 (233) 39

(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

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

15,942 104 1,223 573 17,845 － 17,845

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

1 － 72 74 148 (148) －

計 15,944 104 1,296 647 17,993(148)17,845

営業利益又は営業損失(△) △38 50 81 9 102 (157) △55

(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
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前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

37,951 233 3,848 1,60643,639 － 43,639

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

4 － 231 278 513 (513) －

計 37,955 233 4,079 1,88444,153(513)43,639

営業利益又は営業損失(△) △487 72 141 △62 △336 (421) △757

(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

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

28,611 218 2,187 1,13432,150 － 32,150

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

3 － 143 151 297 (297) －

計 28,614 218 2,330 1,28532,448(297)32,150

営業利益又は営業損失(△) △551 102 △8 △0 △457 (320) △778

(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
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会

計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年

４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会

計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年

４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９月30日）

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。

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動が認められないため記載を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

デリバティブ取引はヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末

(平成21年９月30日)

前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 156円04銭

　

１株当たり純資産額 170円64銭

　

　

２．１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

　 　

１株当たり四半期純損失金額 32円11銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －

　

１株当たり四半期純損失金額 20円10銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －

　
(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（百万円） 2,138 1,338

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 2,138 1,338

普通株式の期中平均株式数（千株） 66,595 66,590

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

　 　

１株当たり四半期純損失金額 13円20銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －

　

１株当たり四半期純損失金額 6円68銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －

　

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

　

前第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（百万円） 878 445

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 878 445

普通株式の期中平均株式数（千株） 66,594 66,589

　

(重要な後発事象)

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

株式会社東日カーライフグループ

取締役会  御中

　

アーク監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    三　　浦　　昭　　彦    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    赤　　荻　　　　隆　    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社東日カーライフグループの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日

から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東日カーライフグループ及び連結子

会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は引き続き中期経営計画（TR-10）に沿った取

り組みを実行したものの、景気減速による需要低迷により当第２四半期連結累計期間の業績は757百万円の営

業損失及び1,010百万円の経常損失となった。また、資金調達面ではコミットメントライン契約に財務制限条

項が付されており、平成21年３月期の業績が連結ベースで営業黒字を計上できない場合には借換えを含む新

たな資金調達に支障をきたす可能性があり、継続企業の前提に重要な疑義が生じている。当該状況に対する経

営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 
(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月13日

株式会社東日カーライフグループ

取締役会  御中

　

アーク監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    三　　浦　　昭　　彦　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    赤　　荻　　　　隆　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社東日カーライフグループの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日

から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東日カーライフグループ及び連結子

会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　

 
(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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