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平成 18年 11月 24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） 

 

平成 19年 2月期中間決算短信（連結）の一部修正に関するお知らせ 
 

 平成 18年 10月 17日付にて発表いたしました平成 19 年 2月期中間決算短信（連結）における連結キャッシュ・フ

ローの一部の数値を下記の通り修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．修正理由 

金融事業を行っている連結子会社である株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービスで発生した「短期貸付金の増

減額」を投資活動によるキャッシュ・フローに表示しておりましたが、同社の業容の拡大に伴い重要性が高くなったと

いう判断を行い、営業活動によるキャッシュ・フローに「営業貸付金の増減額」として表示するように修正いたしまし

た。なお、貸借対照表、損益計算書など他の財務諸表に修正はございません。 

 
２．修正箇所 

修正箇所には下線  を付して表示しております。 

【１ページ １．(3) 連結キャッシュ・フローの状況】 

(修正前) 

 
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

19年２月中間期 3,298 △3,958 348 3,064

18年２月中間期 1,261 △2,844 1,886 4,599

18年２月期 4,442 △6,385 1,029 3,374

 
(修正後) 

 
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

19年２月中間期 2,564 △3,223 348 3,064

18年２月中間期 1,261 △2,844 1,886 4,599

18年２月期 4,442 △6,385 1,029 3,374
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【５ページ ３．（2）財政状態】 

(修正前) 

当中間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310百万円のマイナスとなりました。当中間

連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、3,064百万円となりました。 

（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3,298百万円となりました。 

 主な内訳は税金等調整前中間純利益5,291百万円、売上債権の増減額211百万円、仕入債務の増減額△1,087百万円

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、3,958百万円となりました。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、348百万円となりました。これは主に短期借入金の増加による収入2,730百万円

と自己株式取得による支出2,079百万円の差額によるものであります。 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年２月期中 平成17年２月期 平成18年２月期中 平成18年２月期 平成19年２月期中

自己資本比率（％） 61.0 46.7 44.6 41.3 40.6 

時価ベース株主資本比

率（％） 
438.5 443.4 357.7 338.5 230.5 

債務償還年数（年） 0.8 1.4 6.5 2.1 3.8

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ 
181.4 192.8 92.4 167.8 134.9

 

(注) １．各指標の内容 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベ－スの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ２．各指標は、いずれも連結ベ－スの財務数値により算出しております。  

   ３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
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(修正後) 

当中間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310百万円のマイナスとなりました。当中間

連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、3,064百万円となりました。 

（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2,564百万円となりました。 

 主な内訳は税金等調整前中間純利益5,291百万円、売上債権の増減額211百万円、仕入債務の増減額△1,087百万円

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、3,223百万円となりました。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、348百万円となりました。これは主に短期借入金の増加による収入2,730百万円

と自己株式取得による支出2,079百万円の差額によるものであります。 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年２月期中 平成17年２月期 平成18年２月期中 平成18年２月期 平成19年２月期中

自己資本比率（％） 61.0 46.7 44.6 41.3 40.6 

時価ベース株主資本比

率（％） 
438.5 443.4 357.7 338.5 230.5 

債務償還年数（年） 0.8 1.4 6.5 2.1 5.0

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ 
181.4 192.8 92.4 167.8 104.9

 

(注) １．各指標の内容 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベ－スの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ２．各指標は、いずれも連結ベ－スの財務数値により算出しております。  

   ３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
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【12 ページ ４．（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

(修正前) 

  
前中間連結会計期間 

 （自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 
 （自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
 （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） 金額（百万円） 

Ⅱ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  3,255 5,291 8,437 

減価償却費  890 1,087 2,061 

賞与引当金の増減額  56 377 2 

貸倒引当金の増減額  △26 5 47 

受取利息及び受取配当金  △1 △2 △1 

支払利息  14 24 28 

新株発行費  5 ― 5 

株式交付費  ― 7 ― 

固定資産売却益  ― ― △3 

固定資産除却損  162 291 879 

投資有価証券売却益  △45 ― △45 

役員賞与の支払額  △94 △73 △94 

売上債権の増減額  3,871 211 △660 

たな卸資産の増減額  △958 △73 △17 

仕入債務の増減額  △2,334 △1,087 △1,079 

未払消費税等の増減額  54 △294 328 

その他  △875 △742 △549 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,976 5,023 9,339 

利息及び配当金の受取額  0 1 1 

利息の支払額  △13 △24 △26 

法人税等の支払額  △2,701 △1,700 △4,871 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,261 3,298 4,442 
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前中間連結会計期間 

 （自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 
 （自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
 （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） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の売却及び償還による収入  212 100 212 

有形固定資産の取得による支出  △1,092 △2,494 △3,032 

有形固定資産の売却による収入  0 0 7 

無形固定資産の取得による支出  △1,013 △184 △1,558 

関係会社株式取得による支出  △10 △5 ― 

貸付けによる支出  △3 △44 △492 

貸付金の回収による収入  12 14 577 

短期貸付金の増減額  8 △734 △130 

敷金・保証金等の増減額  △949 △615 △2,096 

営業譲受けによる収入  ― ― 127 

その他  △8 5 1 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,844 △3,958 △6,385 

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  4,300 2,730 5,687 

長期借入金返済による支出  ― △54 △340 

長期借入れによる収入  ― 500 200 

自己株式の取得による支出  △1,545 △2,079 △2,974 

自己株式の売却による収入  98 83 209 

新株発行による支出  ― △7 △5 

新株発行による収入  30 ― 35 

配当金の支払額  △1,000 △818 △1,786 

少数株主に対する配当金の支払額  ― △5 ― 

少数株主からの払込による収入  3 ― 3 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,886 348 1,029 

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  △0 0 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  304 △310 △913 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,295 3,374 4,130 

Ⅶ 連結範囲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中間期末（期末）残高  4,599 3,064 3,374 
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 (修正後) 

  
前中間連結会計期間 

 （自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 
 （自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
 （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） 金額（百万円） 

Ⅱ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  3,255 5,291 8,437 

減価償却費  890 1,087 2,061 

賞与引当金の増減額  56 377 2 

貸倒引当金の増減額  △26 5 47 

受取利息及び受取配当金  △1 △2 △1 

支払利息  14 24 28 

新株発行費  5 ― 5 

株式交付費  ― 7 ― 

固定資産売却益  ― ― △3 

固定資産除却損  162 291 879 

投資有価証券売却益  △45 ― △45 

役員賞与の支払額  △94 △73 △94 

売上債権の増減額  3,871 211 △660 

たな卸資産の増減額  △958 △73 △17 

仕入債務の増減額  △2,334 △1,087 △1,079 

営業貸付金の増減額  ― △734 ―

未払消費税等の増減額  54 △294 328 

その他  △875 △742 △549 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,976 4,288 9,339 

利息及び配当金の受取額  0 1 1 

利息の支払額  △13 △24 △26 

法人税等の支払額  △2,701 △1,700 △4,871 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,261 2,564 4,442 
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前中間連結会計期間 

 （自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 
 （自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
 （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） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の売却及び償還による収入  212 100 212 

有形固定資産の取得による支出  △1,092 △2,494 △3,032 

有形固定資産の売却による収入  0 0 7 

無形固定資産の取得による支出  △1,013 △184 △1,558 

関係会社株式取得による支出  △10 △5 ― 

貸付けによる支出  △3 △44 △492 

貸付金の回収による収入  12 14 577 

短期貸付金の増減額  8 ― △130 

敷金・保証金等の増減額  △949 △615 △2,096 

営業譲受けによる収入  ― ― 127 

その他  △8 5 1 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,844 △3,223 △6,385 

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  4,300 2,730 5,687 

長期借入金返済による支出  ― △54 △340 

長期借入れによる収入  ― 500 200 

自己株式の取得による支出  △1,545 △2,079 △2,974 

自己株式の売却による収入  98 83 209 

新株発行による支出  ― △7 △5 

新株発行による収入  30 ― 35 

配当金の支払額  △1,000 △818 △1,786 

少数株主に対する配当金の支払額  ― △5 ― 

少数株主からの払込による収入  3 ― 3 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,886 348 1,029 

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  △0 0 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  304 △310 △913 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,295 3,374 4,130 

Ⅶ 連結範囲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中間期末（期末）残高  4,599 3,064 3,374 

 
以 上 


