
 

（財）財務会計基準機構会員 

平成１8年２月期   決算短信（連結）        平成18年4月18日 

会 社 名 株式会社 ジー・トレーディング     上 場 取 引 所 JASDAQ 

コード番号 ３３４８                本社所在都道府県 神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.g-tr.com/） 

代 表 者  役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 篠 原 邦 夫 
問い合わせ先  責任者役職名 執行役員管理本部長 

        氏    名 齋 藤 正 明     ＴＥＬ：(045)232-2011(代表) 

決算取締役会開催日  平成18年4月18日             

親会社名 株式会社 ガリバーインターナショナル（コード番号：7599）  親会社における当社の株式保有比率 55.2％ 

米国会計監査基準採用の有無 無 

１．平成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 

平成 
18年２月期 
17年２月期 

百万円   ％
12,373     （ － ）
－      （ － ）

百万円   ％
122      （ － ）
－      （ － ）

百万円   ％
135      （ － ）
－      （ － ）

 

 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 

平成 
18年２月期 
17年２月期 

百万円   ％ 
52 （ － ） 
－  （ － ） 

円   銭
430      57  
－      －  

円   銭
 －      － 
－      － 

％ 
6.7  

     － 

％
5.1 

     － 

％
1.1 

    － 

(注)1．持分法投資損益    平成18年２月期  －百万円 平成17年２月期 －百万円  

2．期中平均株式数（連結）平成18年２月期 122,325株 平成17年２月期  －株    

3．会計処理の方法の変更   無 

4．連結財務諸表は当期より作成しておりますので、前期の実績ならびに対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

平成 
18年２月期 
17年２月期 

百万円 
2,679    
－    

百万円
783   
－   

％ 
29.2  
－  

円   銭
6,406   28 
－   － 

(注)1．期末発行済株式数（連結）平成18年２月期 122,325株  平成17年２月期   －株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

平成 
18年２月期 
17年２月期 

百万円 
   15    

－    

百万円
△15   
－   

百万円 
△351    
－    

百万円
140   
－   

 

(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   ２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)   ２社   (除外)   －社    持分法 (新規)   －社   (除外)    －社 
 

２．平成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 

 
中間期 
通 期 

百万円
6,500 
13,200 

百万円
102 
214 

百万円
52 
118 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 964円 64銭 

（注） 1．上記に掲載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素をふくんで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社、連結子会社２社及び当社の親会社である株式会社ガリバーインターナショナルで構成されており、当社は

ガリバーグループにおいて、中古商用車及び中古建設機械等の買い取り・販売並びに中古乗用車の輸出を行う企業として位置付けら

れております。 

当社の親会社である株式会社ガリバーインターナショナルは、中古乗用車をオークションでの販売価格に基づいた透明性の高い価

格による買い取りを行っておりますが、当社及び連結子会社では、中古トラック、バス等の中古商用車や中古建設機械の分野で、よ

り適正な価格での買い取りを行うことを目指しており、様々な車種や年式等に応じて、海外やオークション及び日本の異なる地域等

の多様な販路の中で、需要の最も大きい地域のニーズに基づく価格設定により買い取りを行っております。 

 当社の事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

＜企業集団の事業系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国内販売先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 当 社 ） 

㈱ジー・トレーディング 

（ 親 会 社 ） 

㈱ガリバーインターナショナル 

商用車・建設機械ユーザー

（主に運送・バス・建設・レン

タル・リース事業者） 

国内の中古車 

販売業者 

【国内仕入先及び販売先】 

国内オークション 

国内乗用車ユーザ  ー

（主に一般消費者  ）

商品の流れ （注） 

（連結子会社 ） 

㈱ジー・バス販売

（連結子会社 ） 

Samurai Motors Co.

【海外販売先】 

海外乗用車ユーザー 

【海外販売先】 

海外の中古車販売業者 

 

 

 

 

 

 

 

【国内仕入先】 

 

 

連結子会社（２社） 

名称 資本金 議決権比率(%) 住所 主な事業内容 

株式会社ジー・バス販売 10,000千円 100.0 神奈川県川崎市 バス専門買取販売事業 

Samurai Motors Co. 2,800千ルーブル 70.0
ロシア（ウラジオストッ

ク市） 

ロシア国内における乗

用車販売事業 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、“Ｇrowing Ｔogether”「共生」の思想を原点に、お客様、株主、取引業者、社員及び当社グループに関

わる全ての人々の共栄と、地域社会及び業界への貢献を目指すことを基本理念としております。その実現に向けて、自動車業界

における新たなビジネスマーケットの確立のために、グローバルネットワークでのトレーディングの実現を目指し、同業他社に

比して常に高い魅力に溢れ、常にお客様からご支援いただける事業の展開を目指し続けてまいります。 

 (2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、創業以来、安定的な事業基盤の確立と経営体質の強化を最優先課題としていることから、事業資金の流出を

避け、かつ内部留保の充実を図ってまいりました。今後は、株主に対する利益還元を重視し、業績に対応した適正な利益還元を

行うことを基本方針としていく所存であります。当面は内部留保を優先しつつも、経営成績及び財政状態を勘案しつつ、利益配

当の実施について積極的に検討していく所存であります。 

内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場の動向に

即時対応できる体制を強化し、更には、国内・海外における販売経路の拡大及び取扱商材の充実を図るために有効投資してまい

ります。 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

  当社グループは株主の皆様への利益配分を最も重要な経営課題の一つと認識しており、そのためには、投資単位の引下げによ

る投資家層の拡大が有効な施策と認識しております。しかし、投資単位引下げにかかる施策につきましては、業績および市場の

要請等を勘案し、慎重に検討したうえで対処してまいりたいと考えており、現段階におきましては具体的な施策およびその時期

につきましては未定であります。 

 (4) 目標とする経営指標 

当社グループが重要と考えております経営指標は、売上高営業利益率であり、中長期的に５％を上回る状態を維持することを

目標としております。また、事業の効率性及び生産性を図る尺度として、営業員１人当たり販売台数や１台当たり粗利益の数値

も重要視しております。 

 (5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、年間国内商用車中古車登録台数が約60万台（普通・小型貨物車両）という市場の中で、プライスリーダーと

なるべく市場シェア拡大を経営戦略として掲げております。当社グループは、市場シェア拡大のために、次のような施策を進め

てまいります。 

・日本全国のネットワーク網の拡充 

・世界各地への販売ルートの開拓 

・ブランド力及び知名度の向上 

・誠実かつ密着型営業による顧客満足度の向上 

・営業員の生産性向上（１人当たり販売台数の向上） 

・ローコストオペレーションの実践 

・人材確保と教育及び研修体制の強化 

・紹介代理店制度の活性化 

 (6) 会社の対処すべき課題 

年間国内商用車中古車登録台数が約60万台（普通・小型貨物車両）という市場の中で、更にシェアを確保し、収益を向上する

ための当面の課題といたしましては、日本全国のネットワーク網の更なる整備・拡充、輸出先の拡大、戦略的マーケティングに

よるブランド力・知名度の向上及び人材教育・研修による営業力の強化に取り組んでまいります。 

 (7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの構築を不祥事対応等の企業の社会性の問題にとどまらず、スピーディーな経

営の実現とともにディスクロージャーとアカウンタビリティーを充実させることにより、企業の透明性を確保し、企業価値を

高めていくためのものであり、経営上の最も重要な課題であると考えております。そのために、取締役会等の経営体制の機能

強化と内部統制機能の強化、ディスクロージャーとＩＲの強化が必要であると考えております。 

また、経営監視体制の強化を図るために、現在、取締役会が包括している経営の意思決定機関と業務執行機関を分離し、

より監督機能の強化及び経営の迅速な意思決定により更なる機動性を発揮し、企業価値の向上に努めていくことも検討してお

ります。 
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② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

 ア 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のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

当社のコーポレート・ガバナンス体制については、次のとおりであります。 

      a 当社は、監査役制度採用会社であります。 

      b 取締役３名のうち、社外取締役は１名であります。監査役３名は全て社外監査役であります。 

c 取締役会は、社外取締役１名を含む３名で構成され、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、３名の監査役によ

り各取締役の職務の執行状況を監督しております。原則として月１回開催されております。 

d 内部統制は、内部監査室を設置し業務監査及び会計監査を実施しております。 

なお、現時点での当社の規模においては、現状の統治機構で監視機能は十分であると考えておりますが、今後の企業環

境の変化や社内外のニーズに対しては、迅速かつ的確に対応してまいる所存であります。 

e  当社は優成監査法人に会計監査を依頼しており、同法人は下記の公認会計士および補助者10名で監査業務を実施してお

ります。 

所属監査法人 氏名 

優成監査法人 代表社員 業務執行社員 須永 真樹 

優成監査法人 社員 業務執行社員 本間 洋一 

 ※継続監査年数につきましては、２名ともに７年以内であるため、記載を省略しております。 

 

イ 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係者の概要 

 当社の社外取締役１名および社外監査役３名については該当事項はありません。 

ウ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における状況 

当連結会計期間において、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて次の取り組みを行いました。 

a 取締役会以外に、取締役、監査役、部長及び支店長が出席する支店長会議を月１回開催し、営業状況等について実務的

な検討を行い、迅速な経営の意思決定に活かしております。 

b 内部監査につきましては、代表取締役社長の直轄部署である内部監査室が行っております。監査役との相互協力の上、

経営管理組織・制度が経営目的に照らして適切であるかを客観的に検証・評価し、その結果及び改善案を代表取締役社長

へ報告しております。 

 

＜業務執行・経営監視体制＞ 

社会、株主、投資家、顧客、取引先、従業員等のステークホルダー 

株主総会 

 

 

 

 

監査役 

（社外監査役） 

選任・解任

取締役会 

取締役 

（社外取締役）

内部監査室 代表取締役 

内部監査 業務執行

報告 

選任・監督

監査 監督・監査

各部門 

会計監査人 

 選任・解任 選任・解任

 

 

 

 

連携  
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エ 役員報酬および監査報酬 

 a 当事業年度における当社の取締役および監査役に対する報酬は以下の通りであります。 

取締役 監査役 合計 区分 

支給人員 

（人） 

支給額 

（百万円） 

支給人員 

（人） 

支給額 

（百万円） 

支給人員 

（人） 

支給額 

（百万円） 

定款または株主総

会に基づく報酬 

（注1.2.3） 

3 28 2 5 5 33 

合計 3 28 2 5 5 33 

（注）１．以下の金額の範囲内において支払われたものであります。 

     取締役：平成15年5月20日開催の株主総会において決議された年額50百万円 

     監査役：平成15年5月20日開催の株主総会において決議された年額10百万円 

２．取締役の報酬は商法第269条第１項第１号に基づくものであります。 

３．期末日現在の取締役の人数は３名、監査役の人数は３名であります。 

 

b 当事業年度における監査法人に対する監査報酬は以下の通りであります。 

区分 支給額（百万円） 

監査証明かかる報酬 10 

監査証明以外に係る報酬 － 

合計 10 

 

 

(8) 関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 

親会社である株式会社ガリバーインターナショナルは、当社の発行済株式総数の55.2％（平成18年２月末現在）を保有する

筆頭株主であります。また、当社グループの経営についての適切な意見及び助言を得るため、同社の取締役１名及び監査役１

名が兼任関係にあります。 

株式会社ガリバーインターナショナルとの営業取引は、当連結会計期間で当社から同社への売上高が12百万円、当社の同社

からの仕入高が89百万円と全体に占める割合は僅かとなっております。また、当社は、同社の了承を受け同社の商標を無償で

使用しております。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 当連結会計年度の状況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増大や、雇用情勢の改善もあり、穏やかな

回復基調で推移しました。 

この様な状況下、中古商用車業界におきましても、普通・小型貨物車輌の登録台数が58.9万台から60.8万台（前年同期比3.3％

増）と堅調に推移したものの、インターネットを活用した販売方法の普及により、業界内の競争は激化しております。 

当社はこの様な情勢のもと、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いたしました。しかしながら、収益面では長期に亘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、上記の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、収益面で前年実績を下回る結果となりました。 

なお、当連結会計年度より子会社であるSamurai Motors Co.と株式会社ジー・バス販売の２社を連結子会社として連結決算を

開始いたしました。 

平成17年３月に設立したSamurai Motors Co.は、モスクワ（ロシア）において右ハンドルを中心に乗用車の販売事業を営んで

おりますが、当連結会計年度では販売台数は順調に推移したものの、売れ筋車種の見極めに時間を必要としました。その結果、

イニシャルコストを賄うまでの利益を確保できず、連結ベースの収益を圧迫する要因となっております。一方で、バス専門に買

取販売事業を行うため平成17年７月に分社化により設立した株式会社ジー・バス販売に関しましては、順調に販売実績を増やし

ており、連結ベースの収益に貢献しております。 

この結果、当連結会計年度の売上高は12,373百万円、営業利益は122百万円、経常利益は135百万円、当期純利益は52百万円と

なりました。なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、対前年同期比は記載しておりません。 

 

主な品目別の業績は、トラックが売上台数6,417台、売上高については8,301百万円となり、バスに関しては売上台数が334台、

売上高については764百万円となりました。また、建設機械につきましては売上台数198台、売上高については428百万円となり、

乗用車他に関しては2,705台、売上高については2,879百万円となりました。 

主な経路別の業績は、一般（国内の中古車販売業者及びユーザー）が買取台数7,708台となり、仕入金額は8,998百万円となり

ました。また、販売面では売上台数4,210台となり、売上高は6,832百万円となりました。オークション会場は買取台数2,465台

となり、仕入金額は1,374百万円となりました。また、販売面では売上台数2,308台となり、売上高は1,898百万円となりました。

輸出に関しましては、買取の実績は無く、売上台数が3,136台となり、売上高は3,642百万円となりました。 
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(2) 財政状態 

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローがプラスとなったものの、有利子負債の大幅な

圧縮により財務活動によるキャッシュ・フローのマイナスが大きくなったため、全体では、350百万円のマイナスとなりました。

この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、140百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は15百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額422百万円及

び法人税等の支払額175百万円等に伴い資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益135百万円及び仕入債務の増加額

210百万円、売上債権の減少額133百万円、未収消費税等の減少額113百万円に伴い資金が増加したことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は15百万円となりました。これは主に、営業用車両の購入及びソフトウ

エア開発費の支出があったこと等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） 

当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は351百万円となりました。これは主に、短期借入金が純額で550百

万円減少したことによるものであります。 

 

なお、当連結会計年度より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 

(3) 次期の見通し 

 今後の我が国経済は、原油価格の高騰、原材料価格の上昇等、世界経済に影響を及ぼす懸念材料はあるものの、企業の収益環

境は良好に推移すると予想され、雇用・所得の改善を背景として消費及び設備投資が引続き増加し、民間需要中心の緩やかな回

復基調が続くものと思われます。 

 当社グループが属する中古車販売市場は、総じて成熟化傾向にあり、インターネットを活用した販売手法が普及し始めたこと

で、企業間競争、価格競争は一層厳しさを増しております。 

 この様な環境のもとで当社グループといたしましては、国内マーケットにおいては、顧客ニーズにマッチした営業員のスキル

アップを図り、コア顧客を中心に更なる基盤拡充を図るとともに、海外マーケットにおいては、原油価格高騰の影響を最小限に

止めるため、引続き新規販売先の開拓に注力し、業績向上に努めてまいります。 

通期の連結業績見通しにつきましては、連結売上高13,200百万円、連結経常利益214百万円、連結当期純利益118百万円を見込

んでおります。また、単体業績見通しにつきましては、売上高12,600百万円、経常利益196百万円、当期純利益98百万円を見込

んでおります。 

(4) 事業等のリスク 

決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。

当社グループにはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。

なお、以下のリスク項目は、当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅したものではありません。また、文中における将

来に関する事項は、当連結会計期間末現在において判断したものであります。 

 

事業上のリスクについて 

① 取扱い商品について 

a. 車両の価格形成の特殊性がもたらすリスク 

当社の主な取扱商品である中古商用車は、同年式の同車種であっても、走行距離及び損傷の状況や事故歴等により売買

される価格は異なります。また、特に、トラックのような貨物輸送車の場合は荷台の箱の大きさ等の仕様の違いによって、

冷蔵冷凍車の場合は冷凍機の性能の違いによって価格が異なります。このように、商用車につけられる価格は乗用車と比

較して個別性が高く、同年式・同車種の車両であっても取引価格が大きく異なる場合もあります。そのため当社では、過

去の取引履歴をデータベース化しており、買取価格の参考としております。しかしながら、特定の車両について短期間に

大幅な需要の低下が発生した場合、あるいは特定の車両の販売可能価格を的確に評価できなかった場合には、想定どおり

の利益を確保できず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

b. 車両買取時の査定能力に係るリスクについて 

当社の主要事業である中古商用車の販売事業におきましては、ユーザー、他の中古車販売業者及びオークションから、

利益を確保できる価格で中古商用車を買い取ることが重要になります。当社では、業界経験が豊富な営業員の採用、過去

の取引履歴のデータベース化、経験の浅い営業員への研修等により、商品の査定能力の向上を図っておりますが、取扱商

品量の拡大及び商品の種類の増加等に必要な査定能力がついていかない場合には、必要な粗利益率が確保できず、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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c. 営業員個人への依存 

当社の事業におきましては、利益を確保できる価格での買い取り即ち査定能力が極めて重要な点になります。一方、

販売先のニーズにタイムリーに応えることも重要であります。当社の営業員の大部分は、商用車、乗用車及び建設機械等

の関連業界からの中途採用であり、得意分野を既に持っていることが多く、営業員の入社とともに取引先が増加すること

も少なからずあります。 

当社では、取引価格のデータベース化等により、営業員個人の能力に依拠しない査定システムの強化に努めております

が、現時点では、当社の業績は営業員個人の力量に依拠する点が大きいため、主要な営業員が退社した場合には、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ｄ．長期在庫とたな卸資産の評価損の発生可能性について 

当社では、資金回収の早期化及びたな卸資産の劣化防止の目的で、仕入れた商品は可能な限り早期に売却することを

基本方針としております。また、主に仕入後60日を超えた商品につきましては、十分な利益を確保できない価格であって

もオークション等を通じて売却することがあります。一方で、車両に特殊性が強く、時間をかけて顧客を探していけば十

分に利益を確保できる車両につきましては、戦略的に長期に在庫として保有する場合があります。しかしながら、こうし

た戦略的長期在庫の顧客が見つからなかった場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、時間の経過とともに変動するたな卸資産の評価を保守的に行うため、主に仕入後60日を経過した車両につき

ましては、時間の経過に連動する形で評価損を計上しており、発生した評価損は売上原価に反映されております。したが

いまして、当社の長期在庫が増加した場合には、期末時点における当社の評価損も拡大し、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

② 輸出について 

a. 輸出国の特徴と規制について 

当社の輸出販売先国は、主にシンガポール、マレーシア、ニュージーランド、ミャンマー、スリランカ及び英国であ

ります。これら販売先国内またはその近隣諸国において、政情不安、反日感情の高揚及び経済政策の変更等により、これ

ら貿易対象国が、中古車に対する関税の引き上げや輸入制限等の実施及び変更並びに日本製品の不買運動等が行われた場

合には、輸出取引が減少する可能性があります。 

さらに当社は、新規販売先及び新規販売先国の開拓を行うことで取引先の拡大及びリスクの分散を図っておりますが、販

売先国の政情等の変化によっては、安定的な取引の継続が困難になり、当社の収益が悪化する可能性があります。また、

販売先国内において競合他社が増加した場合や、新車の需要の増加及び車両の実質利用年数が短縮した場合には、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

b. 輸出に伴う国内の規制 

当社の輸出している中古商用車あるいは建設機械は、外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令及び「輸出貨物が核

兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年12月28日経済産業省令第249号)」等におけ

る輸出規制対象貨物となっており、輸出地域、輸出貨物の用途及び需要者の要件に拠り、経済産業大臣の輸出許可が必要

となっております(いわゆるキャッチオール規制)。これに違反した場合には、刑事罰等の処分を受けることにより、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、上記各法令において上記輸出許可を必要としない形、または必要としない地域に中古車の輸出を行っておりま

すが、上記輸出関連規制の改正等により、当社が適用を受ける輸出規制の内容が変更となった場合には、販売先国の実質

的な縮小等の理由により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

c. 自動車運搬船の船腹確保について 

当社は、輸出車両の保管場所と当該車両の仕向地に基づいて、出向地と自動車運搬船（以下「運搬船」といいます）

を決定しております。船会社による運搬船の配船スケジュール及び船腹量は新車の輸出動向等に左右されることが多く、

結果として、当社が想定していた運搬船への積載が困難となる場合があります。 

当社では、運搬船の船腹確保を積極的に行っておりますが、新車輸出の動向等による当社の輸出車両の船積みスケジ

ュールの変更により、当社の売上計上時期の遅れとそれに伴う在庫車両の滞留日数の長期化等により、当社の業績及び資

金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

なお、運搬船の需要が高まった場合等には、海上輸送費が高騰する可能性があります。当社は、海上輸送費の変動も考

慮のうえ販売価格の取り決めを行ってはおりますが、運搬船の急激な需要の拡大等で、海上輸送費が急激に変化した場合

には、短期的に当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

d. 海外取引先の信用リスク等の管理について 

当社の輸出取引における取引先は、各諸外国において中古商用車の輸入販売を行う業者あるいはユーザーであります。

当社では取引の開始にあたり、前金あるいは信用状を確保した後に船荷証券を送付すること、もしくは貿易保険を付保し

たD/A条件(Document Against Acceptanceの略称。販売先による手形の引受けに対して船荷証券を渡す支払い条件)により

決済することで回収リスクの軽減に努めております。また、主な継続取引先については、民間調査機関の調査レポートを

確認するなど輸出先に関連するリスクを軽減する努力を行っております。しかしながら、海外取引先の倒産、支払遅延及

び犯罪等の事実が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

8 



 

e. 為替の影響について 

  当社の平成18年２月期売上高における輸出売上高比率は、30.8％であります。当社の輸出は原則として円建てで行って

おりますが、平成16年２月期より、金額的には僅かですが外貨建て取引が発生しており、今後、輸出の拡大に伴い外貨建

て取引が増加する可能性もあります。また、円建て・外貨建てにかかわらず、為替の動向は、海外での日本車の需要動向

に少なからず影響を及ぼしていると思われます。したがいまして、為替が急激に変化した場合には、短期的に当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 法的規制について 

当社が行っている中古商用車等の買い取り及び販売事業は、「古物営業法」による規制を受けております。 

監督官庁は、事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会であります。なお、同法第24条の規定には、公安委員会による営

業取消が謳われております。当社では、当該法律に則って事業を推進しておりますが、仮に同法に抵触するような事実が発生

した場合には、当社の事業許可が取り消されるなど、当社の事業展開に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 親会社であるガリバーとの関係について 

a. 同社グループでの位置付けについて 

当社は、ガリバーの子会社であり、ガリバーの出資比率は、平成18年２月末現在55.2％であり、当社は同社の連結子

会社となっております。 

当社は、主に中古商用車の買い取り及び販売を業としており、店舗において中古乗用車の買い取り及び販売を事業展開

する同社とはビジネスモデルも異なり、過年度における営業取引もごく僅かな金額となっております。一方で、同社の商

標を無償で使用するなど、同社ブランドを営業上活用していることも事実であります。したがいまして、同社における重

要事実の発生、同社の子会社に対する新たな意思決定、グループ事業戦略の変更及び株式保有政策の変更等が、当社の業

績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

b. 同社との取引について 

当社と同社との営業取引は、平成18年２月期で当社から同社への売上高が12百万円、当社の同社からの仕入高が89百万

円と、全体に占める割合は僅かとなっております。同社への取引における依存度は低下している一方、同社が当社に対し

て同社の商標を無償で使用することを許可しておりますが、親会社との関係の変化等に伴い当該商標の使用が有償となっ

た場合等には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

c. 同社との人的関係について 

当社の取締役会長である吉田行宏は、ガリバーの常務取締役を兼任しております。また、非常勤監査役である三輪真

之は、ガリバーの常勤監査役を兼任しております。 

 

⑤ 営業活動によるキャッシュ・フローについて 

当社の商品代金の決済期限は、継続的な取引先であっても、仕入決済及び販売決済ともに個別商品毎に設定されることがほ

とんどであります。当社の場合、仕入決済が契約日から数日以内であることが多いのに対して、販売決済期間は平均１ケ月程

度であります。それに加えて、在庫を長期に保有することもあるため、売上高や在庫の増加に伴い営業活動によるキャッシュ・

フローが減少する傾向にあります。当社では、借入金や増資あるいは収益による内部留保により運転資金の確保に努めており

ますが、売上高の急増により運転資金需要が急速に増加した場合には、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 有利子負債依存度が高いことについて 

当社の車両の仕入資金は、金融機関からの借入れによって調達しており、取扱台数の増加に伴って借入金の総額も増加し、

総資産に占める割合は高くなっております。そのため、金融政策や当社の信用力の低下によって借入金額に制約を受けた場

合、または、金利が上昇局面にある場合などの金融情勢の変化等が、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社の直近４期間における借入金の総資産に占める割合は、以下のとおりであります。 

 

平成15年２月期 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 
決算年月 

金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％)

総資産 812 100.0 1,206 100.0 2,970 100.0 2,679 100.0

借入金 450 55.4 550 45.6 1,950 65.6 1,600 59.7

(注) １．借入金は、平成17年２月以前はすべて短期借入金となっており、当期は短期借入金及び長期借入金となっております。 

   ２．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成17年度２月期以前は単体の数値となっております。 
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⑦ 小規模であること及び管理体制について 

当社の組織は、役員６名(取締役３名、監査役３名)、従業員62名(平成18年2月28日現在)と小規模であり、内部管理体制も

規模に応じたものとなっております。今後の事業拡大に伴い、内部管理体制の一層の充実を図る方針ではありますが、当社

が事業拡大に応じて、適切かつ十分な組織的対応ができない場合には、組織効率が低下する可能性があります。また、人員

の増加と連動する人件費の増加によって、経営効率が悪化する可能性があります。 

 

⑧ 海外進出に伴うリスク 

   当社は、ロシアに現地法人を設立し、ロシアでのビジネスに注力しております。そのため、ロシアにおける社会的及び政治

的状況の変化、法律・税制の変化、外貨政策の動向等が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表 
   

  
当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

区  分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

 1. 現金及び預金  140,214

 2. 売掛金  1,263,778

  3.  たな卸資産  1,147,731

 4. 前渡金 

 

 15,206

 5. 繰延税金資産   21,813

 6. その他    44,989

7. 貸倒引当金  △12,388

   流動資産合計  2,621,344 97.8

Ⅱ 固定資産 

 

 

1. 有形固定資産   

 (1)建物  7,599 

   減価償却累計額  △1,624 5,974

(2)構築物  299 

  減価償却累計額  △35 263

(3)車両運搬具  16,360 

  減価償却累計額  △10,641 5,718

(4)工具器具及び備品  17,351 

  減価償却累計額  △8,621 8,730

有形固定資産合計   20,686 0.8

 2. 無形固定資産  

  (1)ソフトウェア  12,022

  (2)その他  511

  無形固定資産合計  12,533 0.5

 3. 投資その他の資産  

  (1)出資金  100

  (2)破産債権・更正債権等  22,557

  (3)繰延税金資産  9,014

  (4)その他  15,761

  (5)貸倒引当金  △22,557

  投資その他の資産合計  24,875 0.9

   固定資産合計  58,096 2.2

資産合計  2,679,441 100.0
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当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

区  分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 1. 買掛金   101,400

 2. 短期借入金   1,400,000

 3. 未払金   78,916

 4. 未払法人税等   16,030

 5. 前受金   89,044

 6. その他   10,400

   流動負債合計   1,695,792 63.3

Ⅱ 固定負債   

 1. 長期借入金   200,000

   固定負債合計   200,000 7.5

負債合計   1,895,792 70.8

（少数株主持分）   

少数株主持分   － －

(資本の部)   

Ⅰ 資本金   170,480 6.3

Ⅱ 資本剰余金   105,060 3.9

Ⅲ 利益剰余金   508,239 19.0

Ⅳ 為替換算調整勘定   △131 0.0

資本合計   783,648 29.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  2,679,441 100.0
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(2) 連結損益計算書 

   

  
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（千円） 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   12,373,623 100.0

Ⅱ 売上原価   11,193,338 90.5

売上総利益   1,180,285 9.5

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

  

1．広告宣伝費  52,615 

2．給与手当  287,638 

3．旅費交通費  76,450 

4．地代家賃  153,121 

5．減価償却費  12,390 

6．業務委託料  70,155 

7．支払手数料  62,850 

8．貸倒引当金繰入額  8,391 

9．その他  334,307 1,057,921 8.5

営業利益   122,364 1.0

Ⅳ 営業外収益   

1．受取利息  44 

2．自賠責保険解約 
返戻金 

 23,703 

3．金利スワップ評価益  1,512 

4. 為替差益  4,420 

5．その他  6,541 36,222 0.3

Ⅴ 営業外費用   

1．支払利息  16,727 

2．新株発行費償却  5,035 

3．その他  1,324 23,087 0.2

経常利益   135,499 1.1

Ⅵ 特別利益   

1．固定資産売却益 ※1 133 133 0.0

Ⅶ 特別損失   

1．固定資産除売却損 ※2 276 276

税金等調整前当期純利益   135,356 1.1

 法人税、住民税 
 及び事業税 

 78,829 

 法人税等調整額  6,766 85,596 0.7

 少数株主損失   △2,909 0.0

 当期純利益   52,669 0.4

   

 

 

 

 

 

 

13 



 

(3) 連結剰余金計算書 

   

  
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（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  105,060

Ⅱ 資本剰余金期末残高  105,060

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  455,570

Ⅱ 利益剰余金増加高  

1.当期純利益  52,669

Ⅲ 利益剰余金期末残高  508,239
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
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（千円） 

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  135,356

     減価償却費  12,390

   為替差益  △1,583

      賞与引当金の減少額  △10,992

   貸倒引当金の増加額  6,917

   金利スワップ評価益  △1,512

   受取利息  △44

   支払利息  13,940

   新株発行費償却  5,035

   固定資産売却益  △133

   固定資産売却損  74

   固定資産除却損  201

   売上債権の減少額  133,283

   たな卸資産の増加額  △422,676

   仕入債務の増加額  210,352

   未収消費税等の減少額  113,723

    その他  8,327

    小計  202,662

    利息の受取額  44

      利息の支払額  △11,890

      法人税等の支払額  △175,653

営業活動によるキャッシュ・フロー  15,162

Ⅱ 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  △11,711

     有形固定資産の売却による収入  734

     無形固定資産の取得による支出  △5,446

     敷金保証金の解約による収入  1,872

     敷金保証金の支払額  △2,835

     その他  1,535

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △15,849

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

     短期借入金の純減少額  △550,000

   長期借入れによる収入  200,000

     株式の発行による支出  △5,035

   少数株主からの払込による収入  3,200

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △351,835

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,811

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △350,711

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  490,925

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  140,214
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連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
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 

 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 Samurai Motors Co. 

㈱ジー・バス販売 

２ 持分法適用に関する 

事項 

  非連結子会社及び関連会社はありません。 

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28日）と異なる会社は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ヶ月を越えないので、当該子会社の財務諸表を基礎とし

て連結しております。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。 

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たな卸資産 

ａ商品 

車両 

個別法による原価法 

ｂ貯蔵品 

最終仕入原価法 

(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。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物  15～50年 

車両運搬具       2年 

工具器具及び備品   5～15年 

 ②無形固定資産 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）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。 

 

 

③長期前払費用 

 定額法によっております。 

(3)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等により、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。 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

（追加情報） 

当連結会計年度おいて給与規程の改定をいたしております。この結果、当期は制度変更に伴う特例措置により、

翌期において支給予定の賞与のうち当期の負担に帰属する金額が発生しないため、当期は賞与引当金を計上し

ておりません。 

(4)連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算へ

の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均為

替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めておりま

す。 

(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。 

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。 

６ 利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

利益処分の取り扱いについては、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいております。 
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項目 
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） 

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資金からなっております。 

９ 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。 

 

追加情報 

 

当連結会計年度 

（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連結 

損益計算書上の表示の方法） 

 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4,063千円を販売費及び

一般管理費として処理しております。 

 

注記事項 

 

（連結損益計算書関係） 
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 固定資産売却益の内容は次のとおりです。 

車輌運搬具 133千円 

※2 固定資産除売却損の内容は次のとおりです。 

車輌運搬具 276千円 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

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 

現金及び現金同等物 

140,214千円 

140,214千円 
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（リース取引関係） 

 

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. 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 

（単位：千円） 

 
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 

及び備品 
18,259 9,908 8,350 

 ｿﾌﾄｳｴｱ 46,411 15,898 30,512 

 合計 64,671 25,807 38,863 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

1年以内 

1年超 

13,296千円 

25,985千円 

 

合計 39,282千円 

 

(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 

減価償却費相当額 

支払利息相当額 

14,423千円 

15,552千円 

594千円 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

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。 

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。 
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（関連当事者との取引） 

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 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金万 

(千円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等

の被所有

割合(%) 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 

篠原邦夫 － － 
当社代表 

取締役社長 
直接13.8 － － 取引保証 15,188 － －

役員 

柳川邦衛 － － 
当社取締役 

内部監査室長 
直接 1.1 － － 取引保証 － － －

（注） オークション契約に対する債務保証は、当社と取引のある79箇所の中古車オークション会場のうち。42箇所の会場における

当社の中古車オークション取引に係る一切の債務について、同氏より債務保証をうけているものであります。なお、オークシ

ョン取引に係る債務保証の取引金額につきましては、オークション会場に対する期末債務残高(消費税等を含む)を記載してお

ります。また、当社と同氏との間において保証料の授受はありません。 

 

 

（税効果会計関係） 

 

当連結会計年度 

（平成18年２月28日） 

(1)繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

①流動資産 

未払事業税否認額 1,773千円

たな卸資産評価損否認額 11,098千円

債務未確定業務委託料 2,444千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 5,425千円

 20,741千円

②固定資産 

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,188千円

 9,188千円

 

(2)法定実務税務率と税務効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因になった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 11.2％

留保金課税 0.8 

住民税均等割 1.9 

海外子会社等の適用税率の差異  11.2 

その他 △1.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.2％
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（有価証券関係） 

当連結会計年度(平成18年２月28日) 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度(平成18年２月28日) 
該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

  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） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 
１．事業の種類別セグメント情報 

 
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） 
 

   全セグメント売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める中古車販売事業の割合がいずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメントの情報の記載を省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 
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） 
 

   全セグメントの売上高及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

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） 
 

 
アジア 
（千円） 

欧州 
（千円）

大洋州 
（千円）

アフリカ
（千円）

中東 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,452,740 750,392 473,011 68,627 25,730 34,752 3,805,255

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － － － 12,373,623

Ⅲ 連結売上高に占める 
    海外売上高の割合（％） 

19.8 6.1 3.8 0.6 0.2 0.3 30.8 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（１）アジア …シンガポール、マレーシア 

（２）欧州  …イギリス、ロシア 

    （３）大洋州 …ニュージーランド 

    （４）アフリカ…南アフリカ 

    （５）中東  …ＵＡＥ 

    （６）その他 …トリニダートトバコ、チリ 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（１株当たり情報） 

 

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     6,406円28銭 

１株当たり当期純利益       430円57銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 

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） 

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 52,669

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 52,669

普通株式の期中平均株式数（株） 122,325

 

 

（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) 品目別 

ａ 仕入実績 

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） 
 

品目 

金額（千円） 構成比（％）

トラック 6,750,694 65.1

バス 717,680 6.9

建設機械 362,823 3.5

乗用車 2,241,487 21.6

その他 300,187 2.9

合計 10,372,873 100.0

（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。 

 

ｂ 販売実績 

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） 
 

品目 

金額（千円） 構成比（％）

トラック 8,301,587 67.1

バス 764,198 6.2

建設機械 428,193 3.4

乗用車 2,525,479 20.4

その他 354,165 2.9

合計 12,373,623 100.0

（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。 

 

 

(2) 経路別 

ａ 仕入実績 

当連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日） 
 

仕入経路 

金額（千円） 構成比（％）

一般 8,998,003 86.8

オークション会場 1,374,869 13.2

合計 10,372,873 100.0

（注）１．上記の金額には消費税は含まれておりません。 

   ２．「一般」とは、国内の中古車販売業者及びユーザーをいいます。 
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ｂ 販売実績 

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） 
 

販売経路 

金額（千円） 構成比（％）

一般 6,832,386 55.2

オークション会場 1,898,677 15.3

輸出 3,642,559 29.5

合計 12,373,623 100.0

 

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．「一般」とは、国内外の中古車販売業者及びユーザーをいいます。 
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