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平成 19年５月９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） 

 

（訂正）平成 19年 2月期決算短信（連結）の一部訂正について 
 

 平成 19年４月 18日付にて発表いたしました平成 19年 2月期決算短信（連結）におけるセグメント情報の区分変更

に伴い、一部の表記及び数値を下記の通り訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．修正理由 

従来、「中古車販売事業」、「その他の事業」にセグメントを区分しておりましたが、当連結会計年度から金融事業を行

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の業容の拡大に伴い重要性が高くなったため

「その他の事業」から分離して「金融事業」として区分掲記いたします。 

 
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。 

【４ページ ３．(1) 経営成績】 

(修正前) 

車の買取と販売を行うガリバー店舗の店舗数は、直営店291店舗（前期末比13店舗増）、加盟店184店舗（前期末比

33店舗減）、合計475店舗（前期末比20店舗減）となりました。直営店につきましては、新規出店及びリプレイス（立

地を変更し、新たに店舗を出店すること）を継続しており、当期第1四半期には一部の店舗のクローズを行いました

が、従来の方針どおり店舗数の増加を図っております。 

 当期は、効率重視の経営をテーマとし、前年と比べ広告宣伝の効率的な投下を実践してきました。また、人材面

におきましては、新規採用の抑制を行うとともに、営業組織体制の変更、人材育成の強化などを実施するなど、効

率重視の施策を実践してきました。このような効率重視の施策のもと、ガリバー直営店における取扱台数は、前年

と比べ微減となりましたが、費用対効果の効率性が改善しています。 

 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。 

 ガリバー店舗で買い取った車両は平均1週間～10日間という短期間の間に、①日本全国のオークション会場、②画

像販売システム「ドルフィネットシステム」、③中古車事業者向けのインターネットを使用した完全リアルタイム

オートオークション「GAO！Auction（ガオー！オークション）」などの販路を経て販売しますが、いずれの販売台

数も、広告宣伝費等販管費を抑制している状況下、堅調に推移しました。 

  当社の連結対象となる子会社の主な経営状況としましては次の通りです。中古トラック・バス、建設機械等の買

取及び販売並びに輸出を行う株式会社ジー・トレーディングにつきましては、車両販売台数は順調に増加し増収と

なったものの、営業利益は前年同期を下回りました。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はオートローン件数を増加させるなど、着実に事業基盤を拡張しております。平成18年7

月11日付で発表をしている通り、同社がオートローン収益に係る会計処理の変更を行ったことに伴い、特別利益が

約1,164百万円計上されています。 
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 以上の結果、当連結会計期間の業績は、売上高182,166百万円と前期と比べ483百万円（0.2％）減、営業利益11,123

百万円と前期と比べ1,700百万円（18.0％）増、経常利益10,998百万円と前期と比べ1,615百万円（17.2％）増、当

期純利益6,566百万円と前期と比べ2,144百万円（48.5％）増となりました。 

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］ 

 前年と比べ投下する広告宣伝の効率的な投下を実践してきたため、ガリバー直営店における取扱台数は、前年と

比べ微減となった一方、費用対効果の効率性が改善しています。 

 結果として、売上高173,289百万円と前期に比べ358百万円（0.2％）減、営業利益15,001百万円と前期に比べ3,580

百万円（31.3％）増となりました。 

［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や金融事業の展開により、手数料等による収益が増加しています。 

  結果として、売上高8,876百万円と前年に比べ124百万円（1.3％）減、営業利益が1,357百万円と前期に比べ341

百万円（20.0％）減となりました。 

(修正後) 

車の買取と販売を行うガリバー店舗の店舗数は、直営店291店舗（前期末比13店舗増）、加盟店184店舗（前期末比

33店舗減）、合計475店舗（前期末比20店舗減）となりました。直営店につきましては、新規出店及びリプレイス（立

地を変更し、新たに店舗を出店すること）を継続しており、当期第1四半期には一部の店舗のクローズを行いました

が、従来の方針どおり店舗数の増加を図っております。 

 当期は、効率重視の経営をテーマとし、前年と比べ広告宣伝の効率的な投下を実践してきました。また、人材面

におきましては、新規採用の抑制を行うとともに、営業組織体制の変更、人材育成の強化などを実施するなど、効

率重視の施策を実践してきました。このような効率重視の施策のもと、ガリバー直営店における取扱台数は、前年

と比べ微減となりましたが、費用対効果の効率性が改善しています。 

 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。 

 ガリバー店舗で買い取った車両は平均1週間～10日間という短期間の間に、①日本全国のオークション会場、②画

像販売システム「ドルフィネットシステム」、③中古車事業者向けのインターネットを使用した完全リアルタイム

オートオークション「GAO！Auction（ガオー！オークション）」などの販路を経て販売しますが、いずれの販売台

数も、広告宣伝費等販管費を抑制している状況下、堅調に推移しました。 

  当社の連結対象となる子会社の主な経営状況としましては次の通りです。中古トラック・バス、建設機械等の買

取及び販売並びに輸出を行う株式会社ジー・トレーディングにつきましては、車両販売台数は順調に増加し増収と

なったものの、営業利益は前年同期を下回りました。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はオートローン件数を増加させるなど、着実に事業基盤を拡張しております。平成18年7

月11日付で発表をしている通り、同社がオートローン収益に係る会計処理の変更を行ったことに伴い、特別利益が

約1,164百万円計上されています。 

 以上の結果、当連結会計期間の業績は、売上高182,166百万円と前期と比べ483百万円（0.2％）減、営業利益11,123

百万円と前期と比べ1,700百万円（18.0％）増、経常利益10,998百万円と前期と比べ1,615百万円（17.2％）増、当

期純利益6,566百万円と前期と比べ2,144百万円（48.5％）増となりました。 
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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］ 

 前年と比べ投下する広告宣伝の効率的な投下を実践してきたため、ガリバー直営店における取扱台数は、前年と

比べ微減となった一方、費用対効果の効率性が改善しています。 

 結果として、売上高173,289百万円と前期に比べ358百万円（0.2％）減、営業利益13,134百万円と前期に比べ1,713

百万円（15.0％）増となりました。 

U

［金融事業］ 

U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におけるオートローン残高が前期と比べ増加しま

した。また、当期においてオートローン収益に係る会計処理の変更を行いました。 

U結果として、売上高 2,369 百万円と前年に比べ 1,396 百万円（143.4％）増、営業利益が 305 百万円と前期に比べ

1,163 百万円増（前期は営業損失 857 百万円）となりました。 

 

［その他の事業］ 

 U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売上高が減少しました。一方、

陸送事業を行う株式会社ハコボーの売上高が増加しました。 

U結果として、売上高 6,507 百万円と前年に比べ 1,523 百万円（18.9％）減、営業利益が 2,780 百万円と前期に比

べ 223 百万円（8.7％）増となりました。 
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【32 ページ ４．セグメント情報】 

 (修正前) 

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 

 
前連結会計年度
（百万円） 

当連結会計年度
（百万円） 

主な内容 

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 
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当連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19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 173,289 8,876 182,166 － 182,166

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － －

計 173,289 8,876 182,166 － 182,166

営業費用 158,288 7,518 165,807 5,235 171,042

営業利益 15,001 1,357 16,358 (5,235) 11,123

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
 

資産 31,221 12,821 44,043 1,904 45,947

減価償却費 1,395 396 1,792 559 2,352

減損損失 － 278 278 － 278

資本的支出 2,562 191 2,754 323 3,078

 （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 

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 

 
前連結会計年度
（百万円） 

当連結会計年度
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
3,696 5,235 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 
10,184 1,904 

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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(修正後) 

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 

 
前連結会計年度
（百万円） 

当連結会計年度
（百万円） 

主な内容 

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 
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当連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

 

中古車販売

事業  

（百万円）

金融事業 

（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 173,289 U2,369U U6,507U 182,166 － 182,166

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
U1,140U U423U U2,596U U4,160U U(4,160) －

計 U174,429U U2,792U U9,104U U186,326U U(4,160) 182,166

営業費用 U161,295U U2,486U U6,323U U170,105U U937U 171,042

営業利益 U13,134U U305U U2,780U U16,221U U(5,097) 11,123

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
  

資産 31,221 U9,643U U3,177U 44,043 1,904 45,947

減価償却費 1,395 U18U U378U 1,792 559 2,352

減損損失 － U－U U278U 278 － 278

資本的支出 2,562 U124U U67U 2,754 323 3,078

 （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 

金融事業 
連結子会社の株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービスにおいて、

オートローンの取り扱い等の金融事業における役務の提供 

その他の事業 
当社は、車の買取と販売を行う「ガリバー」及び「画像販売システム」

設置店の運営に係るフランチャイズ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 

 
前連結会計年度
（百万円） 

当連結会計年度
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
3,696 U5,097U 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 
10,184 1,904 

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 

４ 事業区分の方法の変更 

U従来、金融事業については「その他の事業」に含めて表示しておりましたが、その重要性が増したため、

当連結会計年度より「金融事業」として区分表示しております。 前連結会計年度のセグメント情報を、当

連結会計期間において用いた事業区分の方法によると次のようになります。 
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前連結会計年度（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）

金融事業 

（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 U173,648U U973U U8,027U U182,649U U－U U182,649U 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
U－U U－U U－U U－U U－U U－U 

計 U173,648U U973U U8,027U U182,649U U－U U182,649U 

営業費用 U162,227U U1,831U U5,471U U169,529U U3,696U U173,226U 

営業利益 U11,420U U(857) U2,556U U13,119U U(3,696) U9,423U 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
  

資産 U24,441U U3,819U U366U U28,628U U10,184U U38,812U 

減価償却費 U1,127U U－U U235U U1,363U U701U U2,064U 

資本的支出 U2,546U U－U U416U U2,963U U2,595U U5,558U 
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【37 ページ ５．（1）仕入実績】 

(修正前) 

(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。 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 事業の種類別セグメント 

金額（百万円） 金額（百万円） 

中古車販売事業 134,452 139,224

その他の事業 3,087 5,043

合計 137,539 144,268

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(修正後) 

(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。 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 事業の種類別セグメント 

金額（百万円） 金額（百万円） 

中古車販売事業 134,452 139,224

U金融事業U U396U U672U 

Uその他の事業U U2,691U U4,370U 

合計 137,539 144,268

 （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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【37 ページ ５．（2）販売実績】 

(修正前) 

(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。 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 事業の種類別セグメント 

金額（百万円） 金額（百万円） 

中古車販売事業 173,648 173,289

その他の事業 9,001 8,876

合計 182,649 182,166

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(修正後) 

 (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。 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 事業の種類別セグメント 

金額（百万円） 金額（百万円） 

中古車販売事業 173,648 173,289

U金融事業U U973U U2,369U 

Uその他の事業U U8,027U U6,507U 

合計 182,649 182,166

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

以 上 


