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１．18年２月期の連結業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 182,649 (16.5) 9,423 (△7.8) 9,382 (△8.1)

17年２月期 156,696 (28.5) 10,229 (33.7) 10,219 (32.7)

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年２月期 4,421 (△21.7) 435 61 431 10 27.4 25.5 5.2

17年２月期 5,652 (39.5) 548 86 537 88 35.6 33.6 6.5

（注）①持分法投資損益 18年２月期 ―百万円 17年２月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年２月期 9,979,943株 17年２月期 10,127,471株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年２月期 38,812 16,011 41.3 1,623 01

17年２月期 34,529 16,143 46.7 1,603 84

（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月期 9,865,317株 17年２月期 10,007,067株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年２月期 4,442 △6,385 1,029 3,374

17年２月期 2,724 △5,791 △1,427 4,130

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ７社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ４社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 94,800 3,900 1,900

通　期 205,400 11,200 5,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 577円78銭
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１．企業集団の状況
　事業の系統図は次の通りであります。

　当社グループは、当社、子会社８社により構成されており、中古車販売事業及びフランチャイズ事業を主たる業務と

しております。

　事業系統図は次の通りであります。

 

          車両の主な流れ 

           金銭貸借の関係 
 
           契約関係 
 
           画像販売システム 
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「買取専門店『ガリバー』」 
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「買取専門店『ガリバー』」 
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［連結子会社］ 
（株）ジー・トレーディング 

（株）ジー・バス販売 

［連結子会社］ 

（株）ジー・ワンファイナンシャルサービス 

S－中古車販売事業 F－フランチャイズ事業 

E－その他事業 

指定無しは、無関与を示しております。 
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Samurai Motors Co. 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社では、“Growing Together”を経営理念として掲げ、共存共栄の思想を原点に、社会、お客様、社員、パート

ナー、株主、当社グループに関わる全ての人々、また、地域及び社会に喜ばれる企業を目指します。この理念を具現

化するために、当社が高い魅力に溢れ、常にお客様からご支援を頂けるよう経営努力をしてまいります。さらに、「自

動車の流通革命」を目指し、「車」を核とした良きライフスタイルの創造の実現を目標に、常に挑戦してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営重要課題と位置付け、配当性向を重視し、業績に対応した適正な利益還元を

行うことを基本としております。

　内部留保資金につきましては、将来における更なる利益拡大、企業価値向上を目指し、競争力の強化やサービスの

向上を図るため、直営店の新規出店及びリプレイス出店（立地を変更し、新たに店舗を出店すること）、社内インフ

ラの強化、人材の育成・教育など、効果的かつ効率的な投資を行ってまいります。

(3）目標とする経営指標

　当社は、株主資本当期純利益率（ROE）を重要な経営財務指標と捉えており、その目標数値として中長期的に10％を

上回る状態を維持することを目標といたします。また、主力商品となる車両の取り扱いに関しては、「ガリバーグルー

プ年間買い取り100万台」を目指してまいります。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社では、中古車業界における圧倒的なシェア確保を目指し、具体的な将来目標として、「ガリバーグループ年間

買い取り100万台」を掲げております。当社が目標とする「自動車の流通革命」を起こすためには、業界シェア圧倒

的NO１となる「100万台」という台数の取り扱いが必要と考えております。この目標達成に向け、次のような施策を進

めております。

・徹底したローコストオペレーションの実践

・各店舗における生産性向上

・直営店舗の出店強化

・ブランド力及び認知力の向上

・サービスと顧客満足の質的向上

・人材確保と教育及び研修体制の強化

・「ドルフィネットシステム」や「GAO ! Auction」を活用した販路の拡大

(5）会社の対処すべき課題

　年間登録台数約800万台（バス・トラック等も含む）という膨大な中古車市場において、当社グループが圧倒的な

シェア確保・利益向上を果たすための当面の課題といたしましては、戦略的マーケティング活動のもと、一層のブラ

ンド力強化、幅広い年齢層への認知度の向上により集客力を拡大すること、サービスと顧客満足の質的向上、人材教

育・研修により営業力を強化することがあげられます。
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(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞

　当社は、企業価値の最大化を目指すべく、取締役及び監査役制度を中心にコーポレート・ガバナンスの充実を図っ

てまいります。

　当社では、急速な経営環境の変化に迅速に対応すべく、平成13年におきまして取締役会のスリム化並びに執行役員

制度を導入致しました。さらに機動性を重視した機能別組織を採用すると同時に部門横断的な組織・プロジェクトを

積極的に推進する等組織の活性化も随時図っております。

　今後は、更なるコーポレート・ガバナンスの充実に向け、積極的に取り組んでいく所存であります。

＜コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況＞

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況

　当社は、従来から引き続き監査役制度を採用しており、現在３名にて構成されておりますが、そのうち２名が社

外監査役にて構成されております。

　さらに、社内外に潜在化する様々なリスク要因に対する危機管理体制の構築整備にも積極的に取り組んでおり、

不測の事態に備えたIR・広報の体制の整備にも力を入れております。

　当社では、急速な経営環境の変化に迅速に対応すべく、経営意思決定の迅速化を図る目的で平成13年において取

締役の員数を軽減し、同時に執行役員制度を導入し業務執行責任の明確化を図っております。さらに、弁護士及び

会計監査人による外部の助言指導を受けるのみならず、社内法務部門の充実、内部監査体制の構築により経営監視

システムの充実を図ってまいりました。

②　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　当社では、現在社外監査役が２名おりますが、当社のその他の取締役、監査役との人的関係は有さず、また当社

との間に特別な利害関係は存在しておりません。

③　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間（最近事業年度の末日からさかのぼって１

年間）における状況

　取締役に関しましては、経営意思決定機関の一員として重要な役割を担っているとの認識の下、取締役会に留ま

らず、様々な会議において実質的機能をより一層充実させる一方、執行役員以下への権限委譲も積極的に行い、よ

り機動的な経営活動を継続的に実施してまいりました。

　また、前記の通り、平成17年９月より新体制でのコンプライアンス委員会の設置、IR・広報の体制の継続的強化

を図っております。

 (7）親会社等に関する事項

　 該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　車の買い取り及び販売を行うガリバー店舗の店舗数は、直営店278店舗（前期末比30店舗増）、加盟店217店舗（前

期末比32店舗減）、合計495店舗（前期末比２店舗減）となりました。

　直営店につきましては、前期末比30店増と順調に出店を行い、また、事業認知の拡大や広告宣伝効果などにより取

り扱い車両台数が増加しました。一方、当期の期中において、大幅なシェア拡大を目指し、社員数の増加を図ったも

のの、人材の育成が十分に果たせなかった部分があり、広告宣伝費及び人件費の効率が想定ほどは上がらない状況と

なりました。当社では、こうした課題に取り組むべく、営業組織体制の変更（11月～）や業務生産性の向上策などを

行ってきました。また、加盟店につきましては、店舗数は減少しておりますが、各店舗の取り扱い台数は堅調に推移

しております。

　当社では、引き続き、人材教育、特に直営店に勤務する社員の教育に関しましては、店舗数増加を見越し、新卒・

中途ともに採用を行い、戦力化を図るため、OJT研修をはじめさまざまな研修を継続し、営業力の強化、マネジメント

力の向上を図っております。

　ガリバー店舗で買い取った車両につきましては、平均1週間～10日間という短期間で、日本全国のオークション会場、

当社独自の販路である画像販売システム「ドルフィネットシステム」、中古車事業者向けのインターネットを使用し

たリアルタイムオートオークション「GAO！Auction（ガオー！オークション）」を通じて販売しております。GAO！

Auctionは、平成17年1月より開始し、会員数は、約2万会員となっており、また、成約率は40％程度と堅調に推移して

います。

　当社の連結対象となる子会社は、中古トラック・バス、建設機械等の買い取り及び販売並びに輸出を行う株式会社

ジー・トレーディング、オートローンの販売など金融事業を行う株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス、今

後の取引において発生するリスクの分散を目的とするGulliver Europe Ltd.、自動車の運送業を主とする株式会社ハ

コボー、自動車のオークション売買を行う株式会社カーブロス（平成17年3月設立）の5社、株式会社ジー・トレーディ

ングの連結子会社である株式会社ジー・バス販売、Samurai Motors Co. の2社と合わせ合計7社です。また、米国にて

中古車の買い取り及び販売事業を展開するGulliver USA,Inc.は非連結子会社です。

  株式会社ジー・トレーディングの経営の状況につきましては、以下の通りです。

　同社は3月に東京・大阪両支店を開設し、販売網の拡充を図ると共に営業員の増員で顧客密着型の営業強化を図るこ

とに加え、7月には初めて海外ユーザー向けのネットオークション、8月には国内ユーザー向けの現車オークションを

開催し、販路拡大に努めました。この結果、売上高に関しましては、高年式車輌の取扱いが増えたことによる平均販

売単価の押上げ効果により増収を確保しました。しかしながら、収益面では長期に渡る原油の高騰を背景とした海外

マーケットの低迷により取扱い台数が伸び悩み、競争激化から仕入単価が上昇し利益率の低下を招きました。また、

営業員増強により販管費が増加したことで、収益面で前期実績を下回る結果となりました。

　株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス（以下、ジーワン）つきましては、以下の通り、経常損失が発生し

ております。

　ジーワンは、当期より本格的にオートローンの取り扱いを開始しました。このため、当期よりジーワンからガリバー

にオートローン契約に対するリベートが発生しています。前期におきましては、ガリバーは他社（ローン会社）を通

しお客様にサービスを提供し、他社よりリベートを得ておりました。

　ジーワンのオートローンによる収益（割賦収益総額に対する一定の割合）は繰延計上であるのに対し、リベート分

は一括で費用として計上することに伴い、経常損失が発生しております。当社では、当初は、ローン債権の流動化の

実施に際し、収益は一括計上するという想定でおりましたが、会計処理として繰延計上が適正であるという認識に改

めたものです。なお、ジーワンの事業展開は着実にオートローン件数を増加させるなど、堅調に展開しております。

　株式会社ハコボーにつきましては、当期より本格的な事業立ち上げを行っておりますが、当期中盤まで、事業立ち

上げのため費用が先行した結果、経常損失が発生しております。

　以上の結果、当連結会計期間の業績は、売上高182,649百万円と前期と比べ25,953百万円（16.5％）増、営業利益

9,423百万円と前期と比べ806百万円（7.8％）減、経常利益9,382百万円と前期と比べ836百万円（8.1％）減、当期純

利益4,421百万円と前期と比べ1,231百万円（21.7％）減となりました。
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　セグメント別の業績は次の通りであります。

［中古車販売事業］

　車両1台あたりの販売単価及び粗利額は微減となる一方、事業認知の拡大や広告宣伝効果などにより取り扱い台数が

順調に増加しました。積極的な営業展開を継続しているため、広告宣伝費など販管費が増加し、また連結子会社であ

る株式会社ジー・トレーディングが減益となったため、売上高は増加しておりますが営業利益は減少しました。

　結果として、売上高が173,648百万円と前期に比べ25,516百万円（17.2％）増、営業利益が11,420百万円と前期に比

べ1,272百万円（10.0％）減となりました。

［その他の事業］

　前期と比べガリバー加盟店の店舗数が減少したため、ガリバー加盟店から得る収益は減少しています。一方、GAO ! 

Auction及びGiPASの展開により、手数料及び会費収入による収益が増加しています。

  結果として、売上高が9,001百万円と前年に比べ436百万円（5.0％）増、営業利益が1,698百万円と前期に比べ301百

万円（21.6％）増となりました。

(2）財政状態

　当連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなる一方、

投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり、全体では913百万円のマイナスとなりました。当連結会計期間

末の現金及び現金同等物の残高は、3,374百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は4,442百万円となりました。

　主な内訳は税金等調整前当期純利益8,437百万円、売上債権の増減額△660百万円、仕入債務の増減額△1,079百万円

等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、6,385百万円となりました。これは主に直営店舗の新規出店及び社内システムの整

備に伴う支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、1,029百万円となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。

(3）通期の見通し

　当社では、車両取り扱い台数の増加（新規出店及び１店舗あたりのお客様数の拡大）及び更なるローコストオペレー

ションの徹底を図り、一層の収益向上を目指してまいります。

　通期の見通しにつきましては、連結ベースでは、売上高205,400百万円（前期比12.5％増）、経常利益11,200百万円

（前期比19.4％増）、当期純利益5,700百万円（前期比28.9％増）、個別ベースでは、売上高190,000百万円（前期比

11.9％増）、経常利益11,700百万円（前期比15.4％増）、当期純利益6,700百万円（前期比25.9％増）を見込んでおり

ます。

 （注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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４．連結財務諸表等

   連結財務諸表
① 連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年２月28日）
当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   4,130   3,374  

２　売掛金   10,015   11,180  

３　有価証券   －   100  

４　たな卸資産   4,555   4,659  

５　繰延税金資産   549   468  

６　その他   1,813   1,393  

７　貸倒引当金   △84   △84  

流動資産合計   20,980 60.8  21,091 54.4

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物  6,770   8,433   

減価償却累計額  △1,429 5,340  △1,621 6,812  

(2）車両運搬具  43   16   

減価償却累計額  △14 28  △10 5  

(3）工具器具備品  2,350   3,110   

減価償却累計額  △1,251 1,099  △1,421 1,689  

(4）土地   327   327  

(5）建設仮勘定   231   409  

有形固定資産合計   7,026 20.4  9,244 23.8

２　無形固定資産        

(1）営業権   16   36  

(2）ソフトウェア   2,187   2,719  

(3）その他   87   85  

無形固定資産合計   2,290 6.6  2,841 7.3
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前連結会計年度

（平成17年２月28日）
当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   373   199  

(2）関係会社株式   224   103  

(3）長期貸付金   135   18  

(4）敷金・保証金   2,185   3,052  

(5）建設協力金   960   1,890  

(6）繰延税金資産   135   111  

(7）その他   533   629  

(8）貸倒引当金   △314   △371  

投資その他の資産合計   4,231 12.2  5,633 14.5

固定資産合計   13,548 39.2  17,720 45.6

資産合計   34,529 100.0  38,812 100.0
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前連結会計年度

（平成17年２月28日）
当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金   5,734   3,501  

２　短期借入金   3,950   9,350  

３　未払金   2,272   4,156  

４　未払法人税等   2,677   1,867  

５　預り金   767   462  

６　賞与引当金   519   532  

７　その他   1,513   1,678  

流動負債合計   17,435 50.5  21,549 55.5

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   －   304  

２　預り保証金   621   594  

固定負債合計   621 1.8  898 2.3

負債合計   18,056 52.3  22,448 57.8

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   328 1.0  352 0.9

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   4,139 12.0  4,157 10.7

Ⅱ　資本剰余金   4,014 11.6  4,032 10.4

Ⅲ　利益剰余金   13,668 39.6  15,822 40.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   10 0.0  67 0.2

Ⅴ　為替換算調整勘定   － －  △0 △0.0

Ⅵ　自己株式 ※１  △5,689 △16.5  △8,067 △20.8

資本合計   16,143 46.7  16,011 41.3

負債、少数株主持分及び資
本合計

  34,529 100.0  38,812 100.0

        

－ 9 －



② 連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   156,696 100.0  182,649 100.0

Ⅱ　売上原価   118,089 75.4  139,371 76.3

売上総利益   38,607 24.6  43,278 23.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  28,377 18.1  33,855 18.5

営業利益   10,229 6.5  9,423 5.2

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  2   1   

２　受取配当金  3   0   

３　受取手数料  3   16   

４　投資組合分配益  11   －   

５　その他  33 53 0.0 103 120 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  12   31   

２　新株発行費  7   5   

３　貸倒引当金繰入  －   35   

４　解約違約金  11   9   

５　投資組合評価損  17   2   

６　その他  15 64 0.0 77 161 0.1

経常利益   10,219 6.5  9,382 5.2

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※２ －   3   

２　投資有価証券売却益  －   45   

３　保険差益  －   6   

４　関係会社持分変動益  82   －   

５　その他  7 90 0.1 1 56 0.0
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前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※３ 247   879   

２　保険契約解約損  －   121   

３　その他  4 251 0.2 － 1,001 0.6

税金等調整前当期純利益   10,058 6.4  8,437 4.6

法人税、住民税及び事業
税

 4,402   3,935   

法人税等調整額  △81 4,320 2.8 66 4,002 2.2

少数株主利益（控除）   84 0.0  14 0.0

当期純利益   5,652 3.6  4,421 2.4
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③ 連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   3,943  4,014

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　増資による新株発行  184  17  

２　自己株式処分差益  △113 70 － 17

Ⅲ　資本剰余金減少高      

資本剰余金減少高   －  －

Ⅳ　資本剰余金期末残高   4,014  4,032

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   9,727  13,668

Ⅱ　利益剰余金増加高      

当期純利益  5,652 5,652 4,421 4,421

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  1,341  1,786  

２　役員賞与  83  94  

３　自己株式処分差損  287  387  

４  新規連結に伴う利益剰余
金増加額

 － 1,711 0 2,267

Ⅳ　利益剰余金期末残高   13,668  15,822
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　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  10,058 8,437

減価償却費  1,383 2,061

賞与引当金の増減額  139 2

貸倒引当金の増減額  37 47

受取利息及び受取配当金  △5 △1

支払利息  12 28

新株発行費  7 5

固定資産売却益  － △3

固定資産除却損  247 879

投資有価証券売却益  － △45

役員賞与の支払額  △83 △94

売上債権の増減額  △4,757 △660

たな卸資産の増減額  △2,559 △17

仕入債務の増減額  2,657 △1,079

未払消費税等の増減額  △200 328

その他  54 △549

小計  6,990 9,339

利息及び配当金の受取額  6 1

利息の支払額  △14 △26

法人税等の支払額  △4,257 △4,871

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,724 4,442

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の売却による収入  228 －

投資有価証券の取得による支出  △100 －

投資有価証券の売却による収入  － 212

有形固定資産の取得による支出  △3,565 △3,032

有形固定資産の売却による収入  0 7

無形固定資産の取得による支出  △1,322 △1,558

関係会社株式の取得による支出  △224 －

貸付けによる支出  △105 △492

貸付金の回収による収入  118 577

短期貸付金の増減額  △14 △130

敷金・保証金の支払額  △832 △2,096

出資金返金による収入  26 －

営業譲受けによる収入  － 127

その他  △0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,791 △6,385
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前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　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  3,400 5,687

長期借入金返済による支出  － △340

長期借入れによる収入  － 200

自己株式の売却による収入  491 209

自己株式の取得による支出  △4,512 △2,974

新株発行による支出  － △5

新株発行による収入  367 35

配当金の支払による支出  △1,341 △1,786

少数株主からの払込による収入  167 3

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,427 1,029

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － 1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △4,494 △913

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  8,624 4,130

Ⅶ　連結範囲の変更に伴う現金及び現金
同等物の増加額

 － 155

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高  4,130 3,374
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　３社

株式会社ジー・トレーディング

株式会社ジー・ワンファイナンシャル

サービス

Gulliver Europe Ltd.

　なお、株式会社イー・インベストメン

トは株式会社ジー・ワンファイナンシャ

ルサービスに名称変更しております。

(1）連結子会社の数　７社

株式会社ジー・トレーディング

株式会社ジー・ワンファイナンシャル

サービス

Gulliver Europe Ltd.

 株式会社ハコボー

 Samurai Motors Co.

株式会社ジー・バス販売 

株式会社カーブロス

(連結範囲の変更)

　上記のうち、株式会社ハコボーは、当

連結会計年度において重要性が増したた

め、連結の範囲に含めております。

　なお、Samurai Motors Co.及び株式会

社ジー・バス販売並びに株式会社カーブ

ロスについては、当連結会計年度におい

て新たに設立したため、連結の範囲に含

んでおります。

(2）非連結子会社名

株式会社ハコボー

Gulliver USA INC.

(2）非連結子会社名

Gulliver USA INC.

連結範囲から除いた理由

　非連結子会社㈱ハコボー及び

Gulliver USA INC.は、重要性の観点か

ら、当連結会計年度は連結の範囲から除

外しております。

連結範囲から除いた理由

　非連結子会社Gulliver USA INC.は、

小規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純利益、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であり

ます。

２　持分法の適用に関する事項 (1）持分法を適用している非連結子会社は、

ありません。

(1）持分法を適用している非連結子会社は、

ありません。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

株式会社ハコボー

Gulliver USA INC.

(2）持分法を適用していない非連結子会社

Gulliver USA INC.

持分法を適用しない理由

　非連結子会社㈱ハコボー及び

Gulliver USA INC.は、重要性の観点か

ら、当連結会計年度は持分法の適用範囲

から除外しております。

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純損益及び

利益剰余金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、決算日が連結決算日

（２月末日）と異なる会社はGulliver 

Europe Ltd.（12月31日）であります。連

結財務諸表の作成にあたっては、決算日の

差異が３ヶ月を超えないので、当該子会社

の決算財務諸表を基礎として連結しており

ます。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。

　連結子会社のうち、決算日が連結決算日

（２月末日）と異なる会社はGulliver 

Europe Ltd.及びSamurai Motors Co.（12

月31日）であります。連結財務諸表の作成

にあたっては、決算日の差異が３ヶ月を超

えないので、当該子会社の決算財務諸表を

基礎として連結しております。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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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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

イ　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

①　有価証券

イ　満期保有目的の債券

同左

ロ　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

ロ　その他有価証券

同左

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

 

ハ　子会社株式

　移動平均法による原価法

ハ　子会社株式

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

イ　商品

車両

個別法による原価法

③　たな卸資産

イ　商品

車両

同左

その他

先入先出法による原価法

その他

同左

ロ　貯蔵品

最終仕入原価法

ロ　貯蔵品

同左

(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

　定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物（附

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、主な耐用年数は以下のとおりで

す。

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物　　　　　15～20年

車両運搬具　　　　　　　２～６年

 

②　無形固定資産

　定額法によっております。ただし、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

定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

 　定額法によっております。

③　長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

新株発行費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権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。

①　貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

③　ヘッジ方針

　金利スワップ取引は借入金の変動金利

のリスクヘッジを目的として行っており、

対象債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　該当事項はありません。 　連結調整勘定の償却については、発生原

因に応じ効果の発現する期間を合理的に見

積り20年以内で均等償却しております。

　なお、金額が僅少なものについては発生

した連結会計年度において一括償却してお

ります。

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８　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

いて僅少な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。

同左
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会計処理方法の変更

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

代車売却益及び代車購入費の

表示方法

　前連結会計年度において、代車目的で使

用する車両の購入費及び当該車両に係る売

却額を純額にて営業外収益の「代車売却

益」にて表示しておりましたが、従来から

結果として代車を販売するケースも多く、

代車についても他の車両と同様に積極的に

販売していく方針に転換するとともに、そ

の販売台数も増加し重要性が増したことか

ら、代車に係る売却額を「売上高」に代車

購入に係る費用を「売上原価」に計上して

おります。なお、当該変更に係る影響は軽

微であります。

 ──────

追加情報

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表

示方法

────── 　実務対応報告第12号「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(企業会計基

準委員会　平成16年２月13日)が公表され

たことに伴い、当連結会計年度から同実務

対応報告に基づき、法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が122

百万円増加し、営業利益は122百万円減少

し、経常利益は122百万円減少し、税金等

調整前当期純利益は122百万円減少してお

ります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

※１　自己株式の保有数

　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

※１　自己株式の保有数

　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

普通株式 670千株 普通株式 823千株

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであり

ます。

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであり

ます。

広告宣伝費 4,737百万円

業務委託料 1,618

給料手当 6,912

賞与 1,290

貸倒引当金繰入額 39

賞与引当金繰入額 519

減価償却費 1,383

地代家賃 2,899

広告宣伝費 6,300百万円

業務委託料 1,839

給料手当 8,178

賞与 723

貸倒引当金繰入額 13

賞与引当金繰入額 546

減価償却費 2,064

地代家賃 3,540

※２　固定資産売却益の内訳は次の通りであります。 ※２　固定資産売却益の内訳は次の通りであります。

建物及び構築物 －百万円

工具器具備品 －

車両運搬具 －

計 －

建物及び構築物 －百万円

工具器具備品 3

車両運搬具 －

計 3

※３　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

建物及び構築物 217百万円

車両運搬具 0

工具器具備品 8

ソフトウェア 14

長期前払費用 5

計 247

建物及び構築物 699百万円

車両運搬具  0

工具器具備品  50

建設仮勘定  51

ソフトウェア  80

長期前払費用  0

計 879
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１.現金及び現金同等物の期末残高と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期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,130百万円

有価証券勘定 －

計 4,130

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

株式及び償還期間が３ヶ月を超える

債券
－

現金及び現金同等物 4,130

２.営業譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳

 ──────

現金及び預金勘定 3,374百万円

有価証券勘定 － 

計 3,374

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

株式及び償還期間が３ヶ月を超える

債券
－ 

現金及び現金同等物  3,374

２.営業譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳

 株式会社ブレイントラスト（平成18年１月31日現在）

流動資産 158百万円

固定資産 49

資産合計 208

流動負債 138

固定負債 56

負債合計 195

営業の譲受けに伴う対価（未払金）  13
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リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

Ⅰ　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

Ⅰ　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

工具器具備品  1,134百万円 761百万円 372百万円

ソフトウェア  123  79  43

  1,257  840  416

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

建物及び構築物 3百万円 0百万円 2百万円

工具器具備品  592  381  210

ソフトウェア  93  45  47

  689  428  260

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 256百万円

１年超 183

合計 440

１年内 149百万円

１年超 130

合計 280

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 346百万円

減価償却費相当額 329

支払利息相当額 15

支払リース料 306百万円

減価償却費相当額 287

支払利息相当額 9

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

Ⅱ　オペレーティング・リース取引

(1）未経過リース料

Ⅱ　オペレーティング・リース取引

(1）未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 －

合計 0

１年内 0百万円

１年超 －

合計 0

－ 21 －



有価証券

前連結会計年度

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年２月28日現在）

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超

えるもの
－ － －

時価が連結貸借対照表計上額を超

えないもの
100 99 0

合計 100 99 0

２　その他有価証券で時価のあるもの（平成17年２月28日現在）

区分 取得価額（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得価額

を超えるもの
   

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 107 125 18

小計 107 125 18

連結貸借対照表計上額が取得価額

を超えないもの
   

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 107 125 18

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

0 0 －

４　時価評価されていない有価証券（平成17年２月28日現在）

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

①　非上場株式（店頭売買株式を除く） 132

②　公社債投資信託 －

③　その他 14

合計 146

－ 22 －



５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額（平成17年２月28

日現在）

区分
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

①　債券     

国債・地方債等 － － － －

社債 － 100 － －

②　その他 － － － －

合計 － 100 － －
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当連結会計年度

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年２月28日現在）

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超

えるもの
－   

時価が連結貸借対照表計上額を超

えないもの
100 99 0

合計 100 99 0

２　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年２月28日現在）

区分 取得価額（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得価額

を超えるもの
   

(1）株式 66 170 104

(2）債券 － － －

(3）その他 7 16 9

小計 73 186 113

連結貸借対照表計上額が取得価額

を超えないもの
   

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 73 186 113

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

212 45 －
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４　時価評価されていない有価証券（平成18年２月28日現在）

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

①　非上場株式（店頭売買株式を除く） －

②　公社債投資信託 －

③　その他 12

合計 12

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額（平成18年２月28

日現在）

区分
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

①　債券     

国債・地方債等 － － － －

社債 100 － － －

②　その他 － － － －

合計 100 － － －
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デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(1）取引の内容及び利用目的

当社グループは、借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を利用しております。

(1）取引の内容及び利用目的

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 

 

 

②　ヘッジ方針

金利スワップ取引は借入金の変動金利のリスクヘッ

ジを目的として行っており、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

 

 

③　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比

較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。

 

 

(2）取引に対する取組方針

当社グループは、借入金の変動金利のリスクヘッジを

目的として、金利スワップ契約を締結しており、投機

目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係わるリスクの内容

当社グループが利用している金利スワップ取引には、

金利変動リスクがあります。しかしながら、この取引

は将来の支払利息に係わる金利変動リスクをヘッジす

るためのものであり、デリバティブ取引に係わるリス

クのみが実現することは原則としてありません。また、

取引の相手先が国内銀行でありますので、契約不履行

に係わるリスクはほとんどありません。

(3）取引に係わるリスクの内容

同左

(4）取引に係わる管理体制

当社グループは、取引に当たっては、取締役会の承認

を受け、取引の実行及び管理は経理チームが行ってお

り、運用状況を定期的に担当役員に報告しております。

(4）取引に係わる管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度

　当社グループが行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため記載の対象から除いており

ます。

当連結会計年度

　当社グループが行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため記載の対象から除いており

ます。
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退職給付

該当事項はありません。

税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳繰

延税金資産

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳繰

延税金資産

①　流動資産  

未払事業税否認額 225百万円

未払事業所税否認額 4

賞与引当金損金算入限度超過額 211

貸倒引当金損金算入限度超過額 32

たな卸資産評価損否認額 21

その他 54

　繰延税金資産合計 549

  

  

  

  

②　固定資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 127百万円

投資有価証券評価損否認額 －

その他有価証券評価差額金 △6

その他 14

  繰延税金資産合計 135

①　流動資産  

未払事業税否認額 130百万円

未払事業所税否認額 4

賞与引当金損金算入限度超過額 209

貸倒引当金損金算入限度超過額 26

たな卸資産評価損否認額 36

関係会社繰越欠損金 43

その他 60

　繰延税金資産小計 511

　評価性引当額 △43

　繰延税金資産合計 468

  

②　固定資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 149百万円

投資有価証券評価損否認額 1

その他有価証券評価差額金 △46

関係会社繰越欠損金 356

その他 7

　繰延税金資産小計 468

　評価性引当額 △356

　繰延税金資産合計 111

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 42.0％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.8

留保金課税 2.2

住民税均等割 1.0

在外子会社の適用税率の差異 △0.4

設備投資減税 △2.0

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
42.9

法定実効税率 40.7％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.7

留保金課税 2.5

住民税均等割 1.4

在外子会社の適用税率の差異 △0.2

設備投資減税 △2.8

評価性引当額の増減 4.7

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
47.4
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セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

 
中古車販売事
業（百万円）

フランチャイ
ズ事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 148,131 8,564 156,696 － 156,696

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 148,131 8,564 156,696 － 156,696

営業費用 135,438 7,167 142,605 3,860 146,466

営業利益 12,693 1,396 14,090 (3,860) 10,229

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 22,734 3,915 26,649 7,879 34,529

減価償却費 833 235 1,068 315 1,383

資本的支出 2,926 1,027 3,953 777 4,731

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、売上集計区分によっております。

２　各事業区分に属する主要な商品又は役務の名称

事業区分 主要商品又は役務の名称

中古車販売事業 当社直営店等における中古自動車の買い取り及び販売

フランチャイズ事業
フランチャイズ契約により生じるロイヤリティ及び研修等による役務の

提供並びに中古自動車の売買の仲介

３　「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容

 金額

主な内容
 

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額
3,330 3,860 親会社の本社管理部門に係る費用

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額
11,239 7,879

親会社での余資運用資金（現金及

び有価証券）及び管理部門に係る

資産等
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当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

 
中古車販売事
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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 173,648 9,001 182,649 － 182,649

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 173,648 9,001 182,649 － 182,649

営業費用 162,227 7,302 169,529 3,696 173,226

営業利益 11,420 1,698 13,119 (3,696) 9,423

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 24,441 4,187 28,628 10,184 38,812

減価償却費 1,127 235 1,363 701 2,064

資本的支出 2,546 416 2,963 2,595 5,558

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、売上集計区分によっております。なお、「その他の事業」については、「フランチャイズ事業」

に占めるその他の事業の重要性が高くなったため、当連結会計年度より「その他の事業」に名称を変更して

おります。

２　各事業区分に属する主要な商品又は役務の名称

事業区分 主要商品又は役務の名称

中古車販売事業 当社直営店等における中古自動車の買い取り及び販売

その他の事業

フランチャイズ契約により生じるロイヤリティ及び研修等による役務の

提供並びに中古自動車の売買の仲介、金融事業等その他の事業における

役務の提供

３　「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容

 金額

主な内容
 

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額
3,860 3,696 親会社の本社管理部門に係る費用

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額
7,879 10,184

親会社での余資運用資金（現金及

び有価証券）及び管理部門に係る

資産等

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額

に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超えているため記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度における海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載を

省略しております。
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関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

　　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 羽鳥　兼市 － －

当社代表

取締役社

長

3.23％ － －
取引保証

（※１）
－ － －

役員 村田　育生 － －

当社代表

取締役副

社長

1.02％ － － 社宅賃貸 4 － －

役員 羽鳥　貴夫 － －
当社常務

取締役
8.46％ － －

車両の販売 2 － －

社宅賃貸 7 － －

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

東京マイ

カー販売㈱

（※２）

福島県郡

山市
20

中古車の

販売
－ －

車両の

売上

車両の売上等

（※３）
113 預り金 0

取引条件及び取引条件の決定方針等

１　取引金額は消費税等を含んでおらず、期末残高は消費税等を含んでおります。

２　車両の販売は、当社の社内用の車両売買規定に基づき、当社の仕入車両を販売したものであります。

３　社宅の賃貸は、当社の社宅管理規定に基づき当社が賃借している社宅物件を転貸しているものであります。

４　※１の取引保証は、当社の中古車オークションにおける取引責任及びリース契約に基づくリース料の支払について、

同氏より保証を受けているものであります。なお、当社と同氏との間において保証料の授受はありません。

なお、平成17年２月期において、同氏より保証を受けているリース契約に関するリース料支払額は０百万円であり

ます。

５　※２については、当社専務取締役羽鳥裕介が議決権の100％を直接保有しております。

６　※３の販売価格は一般取引条件によっております。
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当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 羽鳥　兼市 － －

当社代表

取締役社

長

3.23％ － －

取引保証

（※１）
－ － －

車両の仕入 0 － －

役員 村田　育生 － －

当社代表

取締役副

社長

1.02％ － － 社宅賃貸 4 － －

役員 羽鳥　貴夫 － －
当社常務

取締役
8.46％ － －

車両の販売 14 － －

車両の仕入 2 － －

社宅賃貸 7 － －

役員 三輪　真之 － －
当社常勤

監査役
－ － －

車両の販売 9 － －

車両の仕入 1 － －

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

東京マイ

カー販売㈱

（※２）

福島県郡

山市
20

中古車の

販売
－ －

車両の

売上

車両の売上等

（※３）
95 未収金 6

取引条件及び取引条件の決定方針等

１　取引金額は消費税等を含んでおらず、期末残高は消費税等を含んでおります。

２　車両の販売は、当社の社内用の車両売買規定に基づき、当社の仕入車両を販売したものであります。

３　社宅の賃貸は、当社の社宅管理規定に基づき当社が賃借している社宅物件を転貸しているものであります。

４　※１の取引保証は、当社の中古車オークションにおける取引責任及びリース契約に基づくリース料の支払について、

同氏より保証を受けているものであります。なお、当社と同氏との間において保証料の授受はありません。

なお、平成18年２月期において、同氏より保証を受けているリース契約に関するリース料支払額は０百万円であり

ます。

５　※２については、当社専務取締役羽鳥裕介が議決権の100％を直接保有しております。

６　※３の販売価格は一般取引条件によっております。
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１株当たり情報

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 1,603.84円

１株当たり当期純利益 548.86円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 537.88円

１株当たり純資産額 1,623.01円

１株当たり当期純利益 435.61円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 431.10円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

損益計算書上の当期純利益（百万円） 5,652 4,421

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,558 4,347

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

（百万円）

  

利益処分による役員賞与金 94 73

普通株主に帰属しない金額（百万円） 94 73

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,127 9,979

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳

（千株）

  

新株引受権 61 1

新株予約権 144 103

普通株式増加数（千株） 206 104

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権による潜在株式の数

　43千株）

新株予約権１種類

（新株予約権による潜在株式の数

　21千株）

重要な後発事象

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）仕入実績

　当連結会計年度における仕入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

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額（百万円） 金額（百万円）

中古車販売事業 118,481 134,452

その他の事業 1,822 3,087

合計 120,303 137,539

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当連結会計年度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

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額（百万円） 金額（百万円）

中古車販売事業 148,131 173,648

その他の事業 8,564 9,001

合計 156,696 182,649

　（注）　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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