
 
平成 18年 10月 6日 

各  位 
                  会 社 名     株式会社ガリバーインターナショナル 
                  代表者名 代表取締役社長         羽 鳥  兼 市 

                    （コード番号 7599 東証第１部） 
                  問合せ先 専 務 取 締 役 村 田  育 生 

                    （TEL.03-5208-5503） 
 
 

子会社の業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 当社の連結子会社である株式会社ジー・トレーディングは、最近の業績の動向等を踏ま

え、平成 18年 4月 18日の決算発表時に公表した平成 19年 2月中間期（平成 18年 3月 1
日～平成 18年 8月 31日）および通期（平成 18年 3月 1日～平成 19年 2月 28日）の業
績予想（連結・個別）を別添資料のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。な

お、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 
 

以  上 
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平成 18年 10月 6日 

各  位 

神奈川県横浜市中区長者町五丁目 85番地 

株式会社ジー・トレーディング 

代表取締役社長 篠原 邦夫 

（コード番号：３３４８ JASDAQ） 

問い合わせ先：執行役員管理本部長 齋藤 正明 

TEL（045）232－2011（代表） 
 

平成 19年 2月期中間期および通期業績予想の修正に関するお知らせ 
 
 当社は、最近の業績の動向等を踏まえ、平成 18年 4月 18日の決算発表時に公表した平成 19年 2月中

間期（平成 18年 3月 1日～平成 18年 8月 31日）および通期（平成 18年 3月 1日～平成 19年 2月 28

日）の業績予想（連結・個別）を下記の通り修正致しましたので、お知らせ致します。 
 

記 
１．平成 19 年 2 月期中間期（平成 18 年 3 月 1 日～平成 18 年 8 月 31 日）業績予想数値の修正 

〔連結〕    （単位：百万円、％）

    売上高 経常利益 中間純利益 

前回発表予想 （A） 6,500 102 52

今回修正予想 （B） 6,540 71 28

増減額 （B－A） 40 △31 △24

増減率 （％） 0.6 △30.4 △46.2

（ご参考）      

前期実績（平成 18 年 2 月中間期） 6,176 78 31

 
〔個別〕    （単位：百万円、％）

    売上高 経常利益 中間純利益 

前回発表予想 （A） 6,200 92 46

今回修正予想 （B） 6,078 62 30

増減額 （B－A） △122 △30 △16

増減率 （％） △2.0 △32.6 △34.8

（ご参考）      

前期実績（平成 18 年 2 月中間期） 6,275 99 46
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２．平成 19 年 2 月期通期（平成 18 年 3 月 1 日～平成 19 年 2 月 28 日）業績予想数値の修正 

〔連結〕    （単位：百万円、％）

    売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （A） 13,200 214 118

今回修正予想 （B） 12,800 153 65

増減額 （B－A） △400 △61 △53

増減率 （％） △3.0 △28.5 △44.9

（ご参考）      

前期実績（平成 18 年 2 月期） 12,373 135 52

〔個別〕    （単位：百万円、％）

    売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （A） 12,600 196 98

今回修正予想 （B） 12,000 132 65

増減額 （B－A） △600 △64 △33

増減率 （％） △4.8 △32.7 △33.7

（ご参考）      

前期実績（平成 18 年 2 月期） 12,013 154 75

 

３．業績予想修正の理由 
（個別） 
平成 19年 2月期中間期の個別業績予想に関しましては、海外の業績は、原油高によりトラッ

ク市場では東南アジア、乗用車市場ではイギリス、マレーシア等の落込みが顕著でありましたが、

ロシア、カザフスタンを中心とした産油国の旺盛な需要等により、それらの落込みを補いました。 
一方、国内の業績は、中堅大手と呼ばれる新規顧客獲得促進のため積極的な仕入を強化したこ

と等により、販売台数は順調に増加（前期比 16.6％増）致しました。それにより仕入単価が一
時的に上昇したことと、高年式車両の取扱が減少したことに加え、回復が遅れている東南アジア

のトラック市場の影響で長期在庫が増えたことで、全体的な収益を圧迫致しました。結果、公表

予想対比経常利益が△30百万円、中間純利益が△16百万円それぞれ下回る見込みであります。 
（連結） 
平成 19年 2月期中間期の連結業績予想に関しましては、上記個別の影響に加え、ジー・バス

販売はインターネットを活用した販売および北海道と山形で数回にわたって行なった販売フェ

アにより業績好調を維持した一方、Samurai Motorsについてはインターネットを活用した販売
に着手し、販売実績を着実に伸ばしてはおりますが、収益につきましては当初の見込みを大幅に

下回りました。結果、公表予想対比経常利益が△31百万円、中間純利益が△24百万円、それぞ
れ下回る見込みであります。 
また、通期の業績（連結・個別）に関しましては、当中間期の着地見込みを踏まえ、前回発表

予想を修正するものであります。 
なお、１株当たりの年間配当金につきましては、今回の修正による見直しは予定しておりませ

ん。 
 
※ 上記の予想は本資料発表時において入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の業績は 

様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

以  上 
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