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事業概要

インターネットを利用した販売 全国に72店舗を展開
Ｊネットレンタカーは2004年にブランドを立ち上げて以来、着実な成長を
遂げ、現在では直営店をはじめフランチャイズ店を含め、北海道から沖縄
まで日本全国で展開しています。より多くの方々にサービスを提供するた
め、地域に密着したクオリティを追求してまいりました。現在では、総店
舗数72店、保有台数7,080台（フランチャイズ店を含む）となるまで成長い
たしました。

カンタンWeb予約
Webサイト上にレンタカーの空き状況がカレ
ンダーに表示され、ご希望の車種、日時で予
約が可能です。Web予約ではWeb特割が適用
されますので、通常の予約に比べ割安になっ
ております。

より安全・快適な
レンタカーサービスの提供
レンタカーをより安全にご利用いただけるよ
う、一台一台を丁寧に点検しております。ま
た、多くの方々により快適にレンタカーを利
用していただくため、さまざまな用途に対
応したオプションやサービスを実現しており
ます。それに加え、リース事業やレンタアッ
プした自動車の販売事業も手がけております。
Ｊネットレンタカーは、従来の常識を超えた
「チャレンジ精神」と、顧客を思いやる「サー
ビス精神」で、レンタカーの理想を追い求め
続けていきます。

世界100カ国以上に向けて中古車を輸出販売

～輸出国紹介　第1回～
ザンビア共和国

日本全国へクオリティの高いレンタカーサービスを提供

T O P   C S

ザンビア共和国はアフリカ南部にある内陸国の１つで、国土

の総面積は75.3万平方キロメートルで日本の約2倍ほどの大き

さです。南半球に位置しているため日本とは季節が逆になり、

寒い時期が5～8月、暑い時期が9～11月、そして12～4月は雨

季となります。

首都ルサカ市は伝統と近代化が融合する都市です。首都圏の

メインストリートには高層ビルが立ち並び、車と人で活気に

溢れています。一方、郊外にでると広い敷地に露天が並ぶ路

上マーケットがあり、地元の人はそこでほとんどの物を購入

します。

ザンビアは世界的な銅の産地であり、輸出収入の6割が銅や

コバルトです。日本の10円銅貨にもザンビアから輸入した銅

が含まれています。他に農業や観光産業にも力を入れており、

大自然を楽しむために世界中から多くの人が訪れています。

当社は、1988年に自動車輸出会社として創業し、海外の個人顧客を中心
に直接販売を行ってまいりました。1996年にはインターネットを利用し
た販売を開始し、飛躍的にマーケットが拡大しました。当社ウェブサイト
「JapaneseVehicles.com」は、これまでに蓄積されたデータやノウハウを
もとに、海外顧客の視点で独自にデザイン・開発されており、使いやすさ
を重視した仕様となっております。顧客との信頼関係が重要とされる販売
形態において、世界100カ国以上の顧客に日本の優良中古車を提供し続け
ております。

顧客の立場に立ったキメ細やかなサービス
当社の顧客のほとんどは個人顧客です。経験豊かな営業スタッフによるキ
メ細やかな直接対応により、顧客のニーズに合った車輌の提供と、販売か
らお届けまでの一貫したトータルサポートを実現しております。また、中
間業者を介さない直接販売となるため、より購入しやすい価格で顧客へ提
供することが可能となります。

細部まで行き届いた
品質管理・ラインアップの充実

仕入れた全ての車輌に対し、独自に考案さ
れた品質基準に基づき詳細かつ正確な品質
チェックを行うことで、お客様に満足してい
ただける高品質な車輌の提供を実現しており
ます。また、国内の様々な仕入ルートを確保
するため多種多様な取引先との連携を強化し、
お客様それぞれのニーズに応えられるライン
アップの充実を図っております。

中古車輸出事業 レンタカー事業

会社概要

商　号 J-netレンタリース株式会社
資本金 6,000万円
代表者 代表取締役社長　鈴木厚志
設　立 1999年6月30日
従業員数 336名（アルバイト含む）

ザンビアの代表的な食事は「シマ
（nshima）」と呼ばれるトウモロコ
シの粉を少量の水で煮て、ふかし
たものです。これに野菜や肉を絡
めて食べます。日本と逆で鶏肉は
牛肉に比べ高く、魚は高級品です。アフリカの牛肉は硬くて敬
遠されがちですが、ザンビアではザムビーフ（Zambeef）と呼
ばれる柔らかくて美味しい肉を生産しています。

南隣の国ジンバブエとの国境に流れるザンベジ川には、世界三
大瀑布の一つであり、ユネスコの世界遺産リストに登録された
自然遺産であるヴィクトリアの滝（Victoria Falls）があります。

アフリカを代表する動物
（ゾウ、カバ、キリン、シ
マウマ、ヌーなど）も多
く住み、大自然が良い形
で残されており、訪れる
たくさんの観光客を魅了
しています。

ザンビア共和国
（Republic of Zambia）

ザンビアの食卓

大自然の恵みルサカ

ボツワナ
ジンバブエ

コンゴ民主共和国 タンザニア
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人口：約1,262万人
首都：ルサカ
言語： 英語（公用語）、ベンバ語、ニャンジァ語、

トンガ語
通貨：ザンビア・クワチャ（ZMK）
宗教： 8割近くはキリスト教、その他イスラム教、　

ヒンドゥー教、伝統宗教

1988年にトラストが設立されて以来、ザンビアは主要輸出国の１つとして成長してき
ました。日本車は性能が良く長く走れることで人気があり、ザンビアで走っている車の
80％は日本車です。2006年には首都ルサカ市において店舗を開設し、さらなる販売拡大
およびカスタマーサービスの向上を図ってきました。現在では、現地エージェントとの
契約による対面販売の強化およびアフターサービスの充実に積極的に取り組んでいます。



株主・投資家の皆様におかれましては、ますま
すご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は
格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ここに第23期の中間報告書をお届けするにあた
り、謹んでご挨拶申し上げます。

中間期業績のご報告

2011年3月期第2四半期連結累計期間における我
が国の経済は、以前厳しい状況が続いておりま
す。一部に回復の兆しが見られたものの、急激
な円高の進行による海外生産シフトの傾向が強
まるなど、国内需要に陰りがみられます。

このような状況の中、第23期上期のトラストグ
ループの業績は全体として順調に推移し、堅調
な結果を出すことができました。その中で、中
古車輸出事業は前年同期比同等の輸出台数にも
かかわらず、円高の影響およびオークション相
場の高騰により利益率が低下し、前年同期を下
回る結果となりました。一方、レンタカー事業
においては、夏季における個人需要の増加およ
び代車利用目的による法人取引の増加により好
調に推移し、過去最高となる業績を上げる結果
となりました。その結果、第2四半期累計期間
の連結業績は、売上高3,596百万円、営業利益
430百万円、経常利益402百万円、当期純利益
134百万円となりました。なお配当につきまし
ては、期初予想どおり1株につき100円とさせて
頂きます。

お客様のニーズ多様化への対応

数年前と比べましてもお客様のニーズは多様化
しており、トラストグループとしてはより高い
価値を発揮できる企業を目指し、さまざまな
ニーズに対応できる体制を整えてまいりました。

中古車輸出事業では左ハンドル地域のお客様へ
車輌を提供できるよう、海外における左ハンド
ル車輌（日系メーカー）の仕入先を新規開拓し、
日本における仕入を含め、多様な仕入体制の構
築に注力いたしました。また、日本と海外各国
との時差により不便を感じておられるお客様に
できるだけ対応できるよう、海外エージェント
の活用により日本の営業時間外での顧客対応の
業務委託を実現し、お客様への販売の機会を逃
さない仕組みを展開していく考えです。さらに、
インターネットによる購入に不安を抱いておら
れるお客様には、対面による販売を実現するため、
各国に現地エージェントを置き、お客様に安心
して購入していただけるサービスを提供し、ま
たアフターサービスの充実を目指しております。

また、レンタカー事業では中古車輸出事業と
のシナジー効果により、レンタカー終了車輌
等の販売および入替車輌の購入がスムーズにな
り、お客様により良い品揃えの車輌を提供でき
る体制を構築してまいりました。お客様の利便
性を考え、モバイルサイトのリニューアルにより、
パソコンをお持ちでないお客様でも気軽に携帯
からレンタカーを検索・予約していただくこと
が可能になりました。今後もお客様のニーズに
応えるため利便性の高い駅前に新規出店し、さ

らなる店舗網の充実を目指してまいります。

さらなる成長を目指して

トラストグループでは、より高い価値を発揮
できる企業を目指して事業を展開してまいり
ます。よりお客様に近い存在であるために、さ
まざまな角度から効果的かつ魅力的な販売体
制の実現へと取り組み、企業として堅調な成
長を目指してまいります。今後は、さらなる
グループシナジーの追求に注力し、安定的な
財務体質の実現へと結び付けていく考えです。
株主の皆様のご支援と共に、今後とも企業価値
向上に向けてグループ一同、力を合わせて邁進
してまいります。どうか引き続きご理解とご支
援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2010年12月

トップメッセージ（2010年4月1日～2010年9月30日）

第 2四半期連結財務諸表

連結業績データ

連結貸借対照表 （単位： 千円）

純資産・総資産
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科  目

当第2四半期
連結会計期間末
2010年9月30日

前連結会計年度に
係る要約貸借対照表

2010年3月31日

流動資産 5,323,607 4,230,460

固定資産 6,158,341 5,537,156

　有形固定資産 5,451,262 4,877,933

　無形固定資産 193,229 203,781

　投資その他の資産 513,849 455,440

資産合計 11,481,948 9,767,616

流動負債 6,030,741 4,964,189
固定負債 1,828,222 1,354,443

負債合計 7,858,963 6,318,633

株主資本 3,340,321 3,257,615

評価・換算差額等 569 2,819

少数株主持分 282,093 188,548

純資産合計 3,622,984 3,448,983

負債純資産合計 11,481,948 9,767,616

（単位： 千円）連結キャッシュ・フロー計算書

科  目

当第2四半期連結累計期間
2010年4月 1日から
2010年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 679,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 85,341

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 72,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 16,561

現金及び現金同等物の増加額 505,459

現金及び現金同等物の期首残高 960,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,465,798

（単位： 千円）連結損益計算書

科  目

当第2四半期連結累計期間
2010年4月 1日から
2010年9月30日まで

売上高 3,596,701
売上原価 2,201,403
売上総利益 1,395,298
販売費及び一般管理費 964,959
営業利益 430,338
営業外収益 29,868
営業外費用 57,528
経常利益 402,678
特別利益 6,773
特別損失 16,719
税金等調整前四半期純利益 392,732
法人税・住民税及び事業税 167,402
法人税等調整額 △ 2,701
少数株主損益調整前四半期純利益 228,031
少数株主利益 93,571
四半期純利益 134,459

※2009年3月期および2010年3月期第2四半期につきましては連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

代表取締役社長



株式の状況 （2010年9月30日現在）

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

VTホールディングス株式会社 189,805 67.43

株式会社アーキッシュギャラリー 14,635 5.20

森元日出男 2,100 0.75

三木谷晴子 1,225 0.44

株式会社SBI証券 1,096 0.39

篠田和幸 1,000 0.36

北野雅也 943 0.33

坂本博 816 0.29

宗教法人即成寺 600 0.21

玉城正行 500 0.18

大株主

株主分布表

所有割合による
所有者別状況
合　計
281,500株

その他法人
206,056株
（73.19％）

証券会社
2,018株
（0.72％）

外国法人等
355株
（0.13％）

個人その他
72,829株
（25.87％）

金融機関
242株

（0.09％）

（注）自己株式22,731株は「個人その他」に含まれています。

会社概要 （2010年9月30日現在）

会社概要

会 社 名 株式会社トラスト
英 訳 名 TRUST CO., LTD.
設 立 1988年12月
本 社 所 在 地 愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号
従 業 員 連結：113名　単体：43名　（2010年9月30日現在）
資 本 金 13億4,900万円
事 業 内 容 中古車輸出事業

レンタカー事業

役員

代表取締役社長 伊 藤 誠 英 常 勤 監 査 役 工　藤　吉之助
取締役営業部長 横　井　大樹郎 監 査 役 柴 田 和 範
取締役管理部長 伊 藤 和 繁 監 査 役 鹿 倉 祐 一

株式の状況

発行可能株式総数 1,000,000株

発行済株式総数 281,500株

株主数 4,073名

株式事務のご案内
◆事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
◆定時株主総会 毎年6月開催
◆基準日 定時株主総会　　　毎年3月31日

期末配当金　　　　毎年3月31日
中間配当金　　　　毎年9月30日

◆株主名簿管理人
　および特別口座の
　口座管理機関

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社

◆株主名簿管理人
　事務取扱場所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（郵便物送付先） 〒183-8701 東京都府中市日鋼町１番10
住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先） 80120-176-417
　（ホームページURL） http:// www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html

そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

◆上場市場 東京証券取引所マザーズ市場

◆公告の方法 当社のホームページに
掲載いたします。
http://www.trust-ltd.co.jp

株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある
証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は上記の電話照会
先にご連絡ください。

特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、
株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いた
しました。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願
いいたします。

この冊子に関する
お問い合わせ先

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号　管理部
TEL 052-219-9058　　FAX 052-219-9028

株式会社 トラスト

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

Yahoo!、MSN、exciteのサイト
内にある検索窓に、い い か ぶ と
4文字入れて検索してください。

いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

http://ｗｗｗ.e-kabunushi.com
アクセスコード　3347

※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e-株主リサーチ」
サービスにより実施いたします。（株式会社エーツーメディアについての詳細　
http://www.a2media.co.jp）※ご回答内容は統計資料としてのみ使用さ
せていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

グループ会社

持 株 会 社 VTホールディングス株式会社
自動車販売関連事業 株式会社ホンダカーズ東海

長野日産自動車株式会社
静岡日産自動車株式会社
三河日産自動車株式会社
株式会社フォードライフ中部
エルシーアイ株式会社
VTインターナショナル株式会社
J-netレンタリース株式会社　（当社連結子会社）
株式会社シー・イー・エス
ピーシーアイ株式会社

住 宅 関 連 事 業 株式会社アーキッシュギャラリー
投 資 関 連 事 業 株式会社VTキャピタル
環 境 関 連 事 業 Ｅ－FOUR株式会社

Ｅ－エスコ株式会社


