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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 32,933 4.4 43 ― △94 ― △97 ―
24年3月期第1四半期 31,555 114.3 △21 ― △212 ― △368 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △56百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △307百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △1.47 ―
24年3月期第1四半期 △5.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 63,918 15,644 23.3
24年3月期 70,622 15,719 21.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  14,883百万円 24年3月期  14,949百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  無   

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 155,000 1.7 3,800 △9.1 3,200 △0.1 2,800 10.5 42.05



(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 

（注）第1四半期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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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「連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  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1Q 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1Q 52,254 株 24年3月期 52,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 66,582,859 株 24年3月期1Q 66,585,099 株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等による緩やかな回復基

調にあるものの、欧州債務危機の再燃等もあり長期化する円高に加え、電力供給への不安、電気料金の

値上げ等のマイナス要因もあり、先行きは予断を許さない状況が継続しております。 

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は、エコカー補助金再開の効果等により軽自

動車を含む国内の新車販売台数が、震災影響のあった前年同四半期比で62.6％増と大きく回復いたしま

した。また、当社グループのマーケットである東京都内の販売台数は全国より若干進捗が遅れておりま

すが、同57.6％増となりました。 

なお、当社グループの新車販売台数は昨年同四半期の販売への震災の影響が他社より少なかったこと

もあり前年同四半期比12.4％増となっております。 

このような状況の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績はほぼ計画通りに推移した結

果、売上高は32,933百万円（前年同四半期比1,377百万円増、4.4％増）、営業利益は43百万円（前年同

四半期は21百万円の損失）、経常損益は94百万円の損失（前年同四半期比117百万円の損失減）、四半

期純損益は97百万円の損失（前年同四半期比270百万円の損失減）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。なお、従来、報告セグメントとして記載し

ていた「不動産関連事業」は、重要性が減少したため「その他」に含めており、前第１四半期連結累計

期間との比較につきましては、変更後の区分により作成した情報に基づき記載しております。 

① 自動車関連事業 

中古車相場の低迷によるマイナス要因もありましたが、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組んできたこと等により、日産販売会社３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㈱）を中心に収益体質が定着してきた結果、売

上高は30,683百万円（前年同四半期比1,187百万円増、4.0％増）、セグメント利益（営業利益）は

126百万円（前年同四半期比106百万円増、548.9％増）となりました。 

② 情報システム関連事業 

パソコンを中心としたハードウェアビジネスが伸張した結果、売上高は1,805百万円（前年同四半

期比213百万円増、13.4％増）となりましたが、セグメント利益（営業利益）は50百万円（前年同四

半期比32百万円減、39.6％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。不動産事業につきましては、外部顧客へ

の賃貸契約が減少いたしました。人材派遣事業につきましては、派遣契約の継続契約及び新規契約が

厳しい状況で推移する中、派遣スタッフの増加を目指す営業活動を行いましたが、派遣スタッフ一人

当たりの売上単価が減少した結果、その他の事業の売上高は444百万円（前年同四半期比23百万円減、

5.0％減）、セグメント利益（営業利益）は23百万円（前年同四半期比23百万円減、50.1％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１四半期連結会計期間末における総資産は63,918百万円（前連結会計年度比6,703百万円減、

9.5％減）となりました。主な内容は、商品が672百万円及び有形固定資産が240百万円増加し、受取

手形及び売掛金が1,935百万円、その他流動資産が629百万円、長短繰延税金資産が241百万円及び仕

入債務の支払等により現金及び預金が4,711百万円減少しております。 

② 負債 

当第１四半期連結会計期間末における負債は48,273百万円（前連結会計年度比6,629百万円減、

12.1％減）となりました。主な内容は、その他流動負債が1,060百万円及び退職給付引当金が128百万

円増加し、支払手形及び買掛金が6,199百万円、未払法人税等が474百万円、賞与引当金が671百万円、

長期繰延税金負債が309百万円及び長短借入金が249百万円減少しております。 

③ 純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は15,644百万円（前連結会計年度比74百万円減、

0.5％減）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

りますが、四半期純損失を97百万円計上したこともあり、利益剰余金は1,995百万円増加しておりま

す。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績はほぼ計画通りに推移しており、現時点におきましては、平成24年

５月14日に公表いたしました業績予想は修正しておりません。 

 

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 

（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、当第１四半期連結会計期間より、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は、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。 

この変更に伴う当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,615 3,904

受取手形及び売掛金 8,468 6,532

商品 6,764 7,437

仕掛品 138 182

貯蔵品 66 61

繰延税金資産 720 811

その他 3,946 3,316

貸倒引当金 △19 △13

流動資産合計 28,700 22,233

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,104 6,046

リース資産（純額） 8,675 8,734

土地 15,639 15,670

その他（純額） 4,968 5,175

有形固定資産合計 35,386 35,627

無形固定資産   

のれん 1,753 1,733

その他 237 221

無形固定資産合計 1,991 1,955

投資その他の資産   

投資有価証券 1,991 1,903

繰延税金資産 546 213

その他 2,217 2,197

貸倒引当金 △211 △212

投資その他の資産合計 4,543 4,102

固定資産合計 41,921 41,685

資産合計 70,622 63,918
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,176 13,976

短期借入金 567 459

1年内返済予定の長期借入金 1,203 1,157

リース債務 552 540

未払法人税等 508 34

賞与引当金 1,266 595

その他 5,122 6,182

流動負債合計 29,396 22,946

固定負債   

長期借入金 6,310 6,215

リース債務 8,146 8,265

繰延税金負債 309 －

退職給付引当金 10,216 10,344

資産除去債務 272 273

その他 249 226

固定負債合計 25,506 25,326

負債合計 54,902 48,273

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 △1,134 861

自己株式 △12 △12

株主資本合計 14,954 14,857

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 180 132

為替換算調整勘定 △186 △105

その他の包括利益累計額合計 △5 26

少数株主持分 769 760

純資産合計 15,719 15,644

負債純資産合計 70,622 63,918
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 31,555 32,933

売上原価 23,842 24,999

売上総利益 7,713 7,933

販売費及び一般管理費 7,735 7,890

営業利益又は営業損失（△） △21 43

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 29 31

雑収入 50 25

営業外収益合計 80 57

営業外費用   

支払利息 157 90

支払手数料 55 58

雑損失 58 46

営業外費用合計 271 194

経常損失（△） △212 △94

特別損失   

固定資産除売却損 7 1

投資有価証券評価損 55 －

特別損失合計 62 1

税金等調整前四半期純損失（△） △274 △96

法人税、住民税及び事業税 29 27

法人税等調整額 44 △34

法人税等合計 74 △7

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △348 △88

少数株主利益 19 9

四半期純損失（△） △368 △97
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △348 △88

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 △48

為替換算調整勘定 51 80

その他の包括利益合計 41 31

四半期包括利益 △307 △56

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △327 △65

少数株主に係る四半期包括利益 20 8
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

(4) 追加情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間より、当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しており

ます。 

 

(5) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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 29,496 1,591 31,087 468 31,555

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
－ 63 63 44 108

計 29,496 1,654 31,151 513 31,664

セグメント利益又は損失(△) 19 83 102 47 149

(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 102

「その他」の区分の利益 47

全社費用(注) △171

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △21

(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、連結子会社化しております。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の

れんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては1,759百万円であります。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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 30,683 1,805 32,488 444 32,933

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
7 99 106 38 145

計 30,691 1,904 32,595 483 33,079

セグメント利益 126 50 176 23 200

(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 176

「その他」の区分の利益 23

全社費用(注) △156

四半期連結損益計算書の営業利益 43

(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．報告セグメントの変更等に関する事項 

（セグメント区分の変更） 

従来、報告セグメントとして記載していた「不動産関連事業」は、重要性が減少したため「その

他」に含めております。 

この変更に伴い、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報につきましては、変更後の区分に

より作成しております。 

（減価償却方法の変更） 

「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」に記載のとおり、当社及び国

内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、

報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

この変更に伴う当第１四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

 

(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１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 
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