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（百万円未満切捨て）

１．平成19年８月中間期の連結業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 87,226 △0.8 4,752 6.4 4,778 8.2 2,707 △18.4

18年８月中間期 87,999 1.4 4,463 27.8 4,414 27.4 3,320 103.2

19年２月期 182,166 － 11,123 － 10,998 － 6,566 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年８月中間期 279 43 279 28

18年８月中間期 339 56 337 56

19年２月期 672 19 669 68

（参考）持分法投資損益 19年８月中間期 －百万円 18年８月中間期 －百万円 19年２月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年８月中間期 44,164 19,764 43.8 2,018 80

18年８月中間期 40,381 16,745 40.6 1,680 60

19年２月期 45,947 19,303 41.2 1,936 38

（参考）自己資本 19年８月中間期 19,374百万円 18年８月中間期 16,381百万円 19年２月期 18,936百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年８月中間期 2,303 △1,741 △2,676 2,927

18年８月中間期 2,564 △3,223 348 3,064

19年２月期 6,103 △5,604 978 4,855

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 － － 81 00 － － 93 00 174 00

20年２月期 － － 87 00 － －

20年２月期（予想） － － － － 87 00 174 00

３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 194,400 6.7 12,100 8.8 12,100 10.0 6,500 △1.0 670 95
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 １社 （社名　ジーケア共済会） 除外 １社 （社名　株式会社カーブロス）

（注）詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年８月中間期 10,688,800株 18年８月中間期 10,688,800株 19年２月期 10,688,800株

②　期末自己株式数 19年８月中間期 1,091,721株 18年８月中間期 941,193株 19年２月期 909,457株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 76,442 △4.5 4,425 3.5 4,469 4.5 2,475 8.9

18年８月中間期 80,061 △0.5 4,274 12.5 4,273 11.8 2,272 8.9

19年２月期 166,466 － 10,715 － 10,509 － 5,645 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年８月中間期 255 50

18年８月中間期 232 40

19年２月期 577 92

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年８月中間期 37,717 18,404 48.8 1,917 72

18年８月中間期 35,342 15,419 43.6 1,581 83

19年２月期 40,414 18,101 44.8 1,850 96

（参考）自己資本 19年８月中間期 18,404百万円 18年８月中間期 15,419百万円 19年２月期 18,101百万円

２．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 176,200 5.8 11,400 6.4 11,400 8.5 6,100 8.1 635 61

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、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含ん

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。

㈱ガリバーインターナショナル（7599） 平成 20 年２月期 中間決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　車の買取と販売を行うガリバー店舗の店舗数は、直営店295店舗（前中間期末比17店舗増、前期末比4店舗増）、加

盟店158店舗（前中間期末比36店舗減、前期末比26店舗減）、合計453店舗（前中間期末比19店舗減、前期末比22店舗

減）となりました。直営店につきましては、当第1四半期において一部の店舗のクローズを行いましたが、順調に新規

出店を継続しております。当中間期におきましては、7月にプロ野球オールスターゲームの冠協賛を行った一方で、前

期より引き続き広告宣伝を抑制し、効率的なマーケティング活動を実践してきました。 

　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、順調に推移しております。 

　当社の連結子会社で、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、オートローンの取り扱い

を中心として着実に事業基盤を拡張し、収益をのばしております。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高87,226百万円と前年同期と比べ773百万円（0.8％）減、営業利

益4,752百万円と前年同期と比べ289百万円（6.4％）増、経常利益4,778百万円と前年同期と比べ364百万円（8.2％）

増、中間純利益2,707百万円と前年同期と比べ613百万円（18.4％）減となりました。 

セグメント別の業績は次の通りです。 

［中古車販売事業］

  前年同期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

同期と比べ減少した一方、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81,532百万円と前期に比べ2,152百万円（△2.5％）減、営業利益5,975百万円と前期に比べ432

百万円（7.7％）増となりました。 

［金融事業］

　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の取扱台数が増加しています。

結果として、売上高1,975百万円と前期に比べ911百万円（85.7％）増、営業利益215百万円と前期に比べ108百万円

（101.6％）増となりました。 

［その他の事業］

　前年同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ました。

結果として、売上高3,719百万円と前期に比べ467百万円（14.3％）増、営業利益1,302百万円と前期に比べ98百万円

（7.0％）減となりました。 

（注）　事業の種類別セグメントについては、４．中間連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）事業の種類別セグ

メント情報　当中間連結会計期間の（注）４に記載の通り、事業区分を変更しております。このため、当該項目

における売上高並びに営業損益の前年同期比については、前中間連結会計期間分を遡及修正した金額に基づき算

出しております。 
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(2）財政状態に関する分析

【資産、負債及び純資産の状況】 

①　流動資産

　当中間連結会計期間末における流動資産の残高は24,746百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ2,632百万

円の増加となりました。主な要因としましては、売掛金の増加（前年同期末比1,406百万円増）が挙げられます。

②　固定資産

　当中間連結会計期間末における固定資産の残高は19,418百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ1,150百万

円の増加となりました。主な要因としましては、直営店舗の新規出店に伴う敷金・保証金及び建設協力金の増加

（前年度同期末比939百万円増）が挙げられます。

③　流動負債

　当中間連結会計期間末における流動負債の残高は19,675百万円となり、前中間連結期間末に比し2,563百万円の

減少となりました。主な要因としましては、事業の拡大による借入金を短期借入金から長期借入金に変更したこ

とによる減少（前年同期末比2,080百万円減）が挙げられます。

④　固定負債

　当中間連結会計期間末における固定負債の残高は4,724百万円となり、前中間連結会計期間末に比し3,327百万

円の増加となりました。主な要因としましては、事業の拡大による長期借入金の増加（前年同期末比2,896百万円

増）が挙げられます。

⑤　純資産

　当中間連結会計期間末における純資産の残高は19,764百万円となり、前中間連結会計期間末に比し3,019百万円

増加しました。主な要因としましては、利益剰余金の増加（前年度末比3,798百万円増）が挙げられます。
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【キャッシュ・フローの状況】 

　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2,114百万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、2,927百万円となりました。

（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2,303百万円となりました。

　主な内訳は税金等調整前当期純利益4,657百万円、売上債権の増減額1,459百万円、法人税等の支払額△2,825百万円

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、1,741百万円となりました。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）

　財務活動の結果支出した資金は、2,676百万円となりました。これは主に自己株式の取得による支出によるものであ

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18年２月期中 平成18年２月期 平成19年２月期中 平成19年２月期 平成20年２月期中

自己資本比率（％） 44.6 41.3 40.6 41.2 43.8

時価ベース株主資本比

率（％）
357.7 338.5 230.5 181.9 127.5

債務償還年数（年） 6.5 2.1 3.8 2.3 5.9

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
92.4 141.3 134.9 93.6 43.0

(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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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。具体的には、当期純利益（個別業績）に対し30％程度の配当性向を目標としており

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、社内インフラ（IT）の強化、新規事業開発、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。 
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

また、事業上のリスク要因として具体化する可能性は、必ずしも該当しない事項についても、投資判断、あるいは当

社グループの事業活動を理解するうえで重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点

から記載しております。

 当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

でありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討したうえ

で行われる必要があると考えております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、決算短信提出日（平成19年10月17日）現在において当社グループが

判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

１　当社の事業の特徴及び中古車市場への依存について

　当社は中古車流通を業としており、ガリバー店舗において仕入れた車両を７日から10日間の間に中古車オークショ

ンやドルフィネットシステム又はGAO！Auction（ガオー！オークション）を通じて販売しております。ガリバー店

舗は直営店並びに加盟店を通じて運営しており、当社の収益の内容は、自社が仕入れた車両の販売収益の他、対加

盟店では加盟契約時に収受する加盟金収入、開店後に発生する店舗用品販売、ロイヤリティ等、ドルフィネットシ

ステムの利用に伴う手数料等の項目によって構成されております。なお、当社は、設立当初早期インフラの確立を

目的として、フランチャイズ展開を中心に店舗展開を行ってきましたが、インフラが整ってきた昨今においては、

結果として直営店の比率が高まってきております。このため直営店からの収益への依存度が大きくなっております。

　当社は、自社が仕入れた車両の販売収益を中心とした営業活動を展開しているため、同事業の売上高が全体の売

上高に占める割合が高くなっております。また、当社売上高のほとんどは、中古車市場に依存しているため、同市

場の規模が大きく縮小した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

２　車両の販売ルート並びにそれに伴う収益構造について

　当社の販売ルートを図示すると以下のようになります。

（ガリバー直営店にて買い取った車両の販売ルート）
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（ガリバー加盟店にて買い取った車両の販売ルート）

 オークション 
会場 

ドルフィネット 
システム 

ガ
リ
バ
ー
加
盟
店 

ユ
ー
ザ
ー 

web GAuc 
ガリバー加盟店 

ガリバー 
直営店 

ユーザー 

ユーザー 

当社にて買い取った車両は、中古車オークションやドルフィネットシステム又はGAO！Auction（ガオー！オーク

ション）を通じて販売しております。

　なお、主に中古車オークションにおいて販売することから、適正利潤を確保するためには、現車の状況及び市場

価格に基づいて適正な買い取り価格の査定を行うこと、他社との価格競争の中で顧客が納得し、かつ店舗が適正利

潤を確保できる価格で買い取り契約を締結することが必要になります。また、当社売上高のほとんどが中古車オー

クションに依存しているため、今後何らかの理由により中古車オートオークションとの取引環境が悪化した場合、

当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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３　出店政策及び店舗の賃貸物件への依存について

当社の出店は、ロードサイド店への出店が大部分を占めております。当社が新規に出店する際の出店先の選定に

ついては、店舗の採算性、賃借条件、及び周辺の環境等を考慮して決定しております。今後は首都圏を含め全国的

にさらなる出店を計画しており、引き続き積極的な出店を行う方針であります。しかしながら、出店対象として当

社が希望する条件等に合致する物件を十分に確保できない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社の店舗の大部分は、地主から賃借しており、出店にあたり敷金・保証金及び建設協力金を差し入れて

おります。契約に際しては、相手先の信用状態を判断した上で出店の意思決定を致します。中でも、ロードサイド

店については、賃貸借期間が15～20年と長期にわたるものが多く、敷金・保証金は契約期間が満了時に返金、建設

協力金は当社が支払う賃借料との相殺により回収されるため、倒産その他賃貸人の信用状態の悪化等の事由により、

差し入れた保証金等の全部または一部が回収できなくなる可能性があります。なお、平成19年８月末時点における

敷金・保証金及び建設協力金残高は6,487百万円であり、総資産の14.6％を占めております。

４　人材獲得及び教育について

　当社グループは、今後とも顧客にとって付加価値、満足度の高いサービスを提供し続けることで、事業の拡大を

図ってまいりますが、そのためには継続的に優秀な人材を確保してゆく必要があると考えております。しかしなが

ら、今後人材獲得競争が激化することで、優秀な人材確保が将来的に難しくなる可能性があり、また優秀な人材確

保のために要する採用コストは増加していくことが予想されます。

　これに対し当社グループでは、綿密な人員計画の作成、人事制度の刷新等を図ることで、適切な採用コストの管

理、魅力的な職場環境の実現に取り組んでおりますが、予想以上に人材獲得競争が激化し、期待する優秀な人材を

獲得できない、あるいは採用コストが増加する可能性もあり、その場合、当社グループの業績及び財政状態に影響

を与える可能性があります。

また、当社グループは直営店を中心に出店数を拡大しており、出店ペースに応じて、人材教育を継続していく必

要があります。また、CS（顧客満足度）やブランド力の向上のためには、人材教育を更に強化していくことが必要

です。既に、教育制度の充実など対応策の実践及び改善を継続的に行っておりますが、その過程に時間を要する状

況になった場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　５　関係会社について

　当社は、当社の収益拡大政策として経営資源を有効活用し、当社グループの株主価値を高める目的で収益基盤の

多様化を進めるため㈱ジー・トレーディング、㈱ジー・ワンファイナンシャルサービス等12社の関係会社を有して

おります。これらの関係会社は、社歴が浅いため徐々に収益基盤を固めている段階ではありますが、各関係会社の

事業計画の進展にばらつきが出ております。その結果、今後の事業展開によっては投資額が膨らむ可能性があり、

当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、今後も収益基盤の多様化によって収益拡大に努

める方針であります。しかしながら、経済環境の変化や予測できない費用の発生等の影響により、当社が計画した

とおりに事業を展開し、期待した成果が得られる保証はありません。その結果、当社の業績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。また、連結財務諸表において各関係会社の業績は反映されておりますが、関係会社各社

の業績によっては、個別財務諸表において関係会社に対する債権の貸し倒れ及び関係会社株式の評価損が認識され

る可能性があります。
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６　会社と役員の傍系会社の取引について 

当社は平成19年８月期において、役員の傍系会社である東京マイカー販売株式会社との間で、次のような取引を

行っております。 

東京マイカー販売株式会社は中古自動車の販売を目的として、昭和51年10月に当社代表取締役社長羽鳥兼市が設

立した会社であります。 

同社は現在、当社代表取締役社長羽鳥兼市の近親者で当社専務取締役でもある羽鳥裕介が議決権の100％を所有し

ておりますが、当社は平成19年８月期に同社との間において次のような取引を行っております。 

 （単位：百万円）

会社名
（住所）

資本金 事業の内容 議決権等の所有割合
関係内容

役員の兼任等 事業上の関係

東京マイカー販売

株式会社

（福島県郡山市）

20 自動車の販売
当社役員羽鳥裕介が100％を

保有
－ 自動車販売

取引内容 取引金額 科目 期首残高 期中増加額 期中減少額 期末残高

営業取引 車両等 65 未収金 － 65 65 0

（注）１　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、残高、期中増加額及び減少額は諸費税等を含んで表示し

ております。 

２　取引条件ないし取引条件の決定方針等

車両販売については、他の会員に対する取引条件と同様であります。  

　７　当社代表取締役羽鳥兼市及びその近親者の出資する会社との関係について

　　株式会社フォワードは、当社の法人主要株主であり、平成19年２月28日現在において当社の発行済株式総数の

26.0％を保有しております。同社は、当社代表取締役社長である羽鳥兼市、当社専務取締役羽鳥裕介、当社専務取

締役羽鳥貴夫及び近親者（二親等内の近親者）の財産保全会社という位置付けであります。なお、当社と株式会社

フォワードとの間には取引関係は存在いたしません。

　８　訴訟について

当社は、当連結会計年度末において業績に重要な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、様々な事業活

動を行っているなかで、訴訟、係争、その他の法律的手続きの対象となる可能性があります。将来、重要な訴訟等

が提起されることにより、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。　

　９　古物営業法による規制について

　当社が行っている中古車両の買い取り及び売却事業は、「古物営業法」による規制を受けております。

監督官庁は営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会であり、同法による規制の要旨は次の通りでありま

す。　

　ａ　事業を開始する場合には、所在地を管轄する都道府県の公安委員会の許可を要する。（同法第３条）

ｂ　営業所を離れて取引を行う時や、競り売り（オークション）を行うときには、古物商及びその代理人等の許可

証又は行商従業証を携帯し、取引相手から提示を求められた時には掲示する義務がある（同法第11条）　

ｃ　古物の売買に際して、取引年月日、取引品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・職業・年齢等を帳簿等に

記録することが義務づけられる。（同法第16条）　

ｄ　警視総監、道府県警察本部長又は警察署長が盗品の発見のために被害品を通知する「品触れ」を発見した場合

に、その古物を所持していた場合にはその旨を警察官に届け出る義務がある。（同法第19条）　

10　個人情報の取り扱いについて

当社グループの事業展開において、お客様、加盟店オーナー、取引先などの個人情報を取り扱っております。 

当社グループは個人情報の漏洩及び個人情報への不正なアクセスを重大なリスクと認識し、情報セキュリティ対

策に最善の対策を図るとともに、「個人情報保護方針」を制定し、社内にも周知徹底しております。しかしながら、

万が一、何らかの事情で顧客情報の漏洩・流出が発生した場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。　

11　事実と異なる風説が流布することについて

インターネット等を通じて当社グループに対する事実と異なる悪評・誹謗・中傷等の風説が流布された場合、当

社グループへの信頼及び企業イメージが低下し、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性がありま

す。　
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２．企業集団の状況
 

 

           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 

 

当社  

（株）ガリバーインターナショナル 
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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 

ジーケア共済会 

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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［連結子会社］ 

㈱ハコボー 

［海外連結子会社］ 

Gulliver Europe 

Ltd. 

［海外子会社］ 
Gulliver USA，Inc． 
Samurai Motors Co. 
G-Trading Rus LLC 

S S 

E 

画像販売システム 
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S 

［連結子会社］ 
㈱テイクオフ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　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、5つのステークホルダーと共に、成長し続けることを目指します。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）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、金融事業は除き、

中長期的に20％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。 

(3）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。 

・直営店舗の出店の継続

・各店舗における生産性向上

・人材教育や研修の強化による営業力の向上

・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

・ドルフィネットを活用した小売強化

・GAO ! Auctionを活用した自社販路の拡大

・自動車流通関連ビジネスへの領域の拡大 

(4）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

シェアを確保し、利益の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、

人材教育や研修により営業力を強化することがあげられます。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   3,064   2,927   4,855  

２　売掛金   10,886   12,293   13,664  

３　たな卸資産   4,811   5,369   4,668  

４　繰延税金資産   695   731   445  

５　その他   2,745   3,479   3,315  

６　貸倒引当金   △88   △55   △69  

流動資産合計   22,114 54.8  24,746 56.0  26,880 58.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１　建物及び構築物  7,494   7,933   7,832   

２　工具器具備品  1,504   1,315   1,384   

３　土地  327   327   327   

４　その他  175 9,500 23.5 129 9,705 22.0 143 9,687 21.1

(2）無形固定資産           

１　ソフトウェア  2,456   2,092   2,082   

２　その他  139 2,596 6.4 159 2,251 5.1 110 2,192 4.8

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券  98   112   96   

２　敷金・保証金  3,340   3,635   3,749   

３　建設協力金  2,206   2,852   2,508   

４　繰延税金資産  150   252   489   

５　その他  745   823   417   

６　貸倒引当金  △372 6,170 15.3 △216 7,460 16.9 △74 7,187 15.6

固定資産合計   18,267 45.2  19,418 44.0  19,066 41.5

資産合計   40,381 100.0  44,164 100.0  45,947 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   2,512   2,414   3,303  

２　短期借入金   12,230   10,150   13,590  

３　未払金   2,504   2,554   2,900  

４　未払法人税等   2,229   1,970   2,957  

５　預り金   540   461   809  

６　賞与引当金   899   743   453  

７　その他   1,321   1,380   1,209  

流動負債合計   22,238 55.1  19,675 44.6  25,224 54.9

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   603   3,500   550  

２　預り保証金   793   845   869  

３　その他   ―   378   ―  

固定負債合計   1,397 3.4  4,724 10.7  1,419 3.1

負債合計   23,636 58.5  24,399 55.3  26,643 58.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  4,157 10.3 4,157 9.4 4,157 9.1

２　資本剰余金  4,032 10.0 4,032 9.1 4,032 8.8

３　利益剰余金  18,060 44.7 21,858 49.5 20,283 44.1

４　自己株式  △9,873 △24.4 △10,678 △24.2 △9,540 △20.8

株主資本合計  16,376 40.6 19,369 43.8 18,932 41.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 7 0.0 8 0.0 6 0.0

２　為替換算調整勘定  △1 △0.0 △3 △0.0 △2 △0.0

評価・換算差額等合計  5 0.0 4 0.0 3 0.0

Ⅲ　新株予約権  ― ― 2 0.0 1 0.0

Ⅳ　少数株主持分  363 0.9 387 0.9 366 0.8

純資産合計  16,745 41.5 19,764 44.7 19,303 42.0

負債純資産合計  40,381 100.0 44,164 100.0 45,947 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   87,999 100.0  87,226 100.0  182,166 100.0

Ⅱ　売上原価   67,822 77.1  66,453 76.2  140,228 77.0

売上総利益   20,177 22.9  20,772 23.8  41,937 23.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  15,714 17.8  16,020 18.4  30,813 16.9

営業利益   4,463 5.1  4,752 5.4  11,123 6.1

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  1   3   0   

２　受取配当金  0   4   1   

３　受取手数料  4   2   7   

４　受取支援金  11   ―   ―   

５　受取補償金  ―   15   ―   

６　その他  21 39 0.0 75 101 0.1 68 79 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  24   53   65   

２　株式交付費  7   ―   7   

３　その他  56 88 0.1 21 75 0.1 132 204 0.1

経常利益   4,414 5.0  4,778 5.4  10,998 6.0

Ⅵ　特別利益           

１　保険契約解約返戻金  ―   20   ―   

２　貸倒引当金戻入益  3   1   ―   

３　割賦利益繰延取崩額  1,164   ―   1,164   

４　その他  ― 1,168 1.3 25 47 0.1 ― 1,164 0.6

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 291   168   689   

２　減損損失 ※３ ―   ―   278   

３　その他  ― 291 0.3 ― 168 0.2 45 1,013 0.5

税金等調整前中間（当
期）純利益

  5,291 6.0  4,657 5.3  11,149 6.1

法人税、住民税及び事
業税

 2,183   1,903   4,880   

法人税等調整額  △225 1,957 2.2 13 1,916 2.2 △313 4,566 2.5

少数株主利益   13 0.0  34 0.0  16 0.0

中間（当期）純利益   3,320 3.8  2,707 3.1  6,566 3.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年２月28日 残高　(百万円) 4,157 4,032 15,822 △8,067 15,944

 中間連結会計期間変動額      

 剰余金の配当   △818  △818

 利益処分による役員賞与   △73  △73

 中間純利益   3,320  3,320

 自己株式の取得    △2,079 △2,079

 自己株式の処分   △190 273 83

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額
― ― ― ― ―

 中間連結会計期間中の変動額合計

                        (百万円)
― ― 2,237 △1,805 431

 平成18年８月31日 残高　(百万円) 4,157 4,032 18,060 △9,873 16,376

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価

差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

 平成18年２月28日 残高  (百万円) 67 △0 67 352 16,364

 中間連結会計期間変動額      

 剰余金の配当     △818

 利益処分による役員賞与     △73

 中間純利益     3,320

 自己株式の取得     △2,079

 自己株式の処分     83

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額
△59 △1 △61 11 △50

 中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　　(百万円)
△59 △1 △61 11 381

 平成18年８月31日 残高  (百万円) 7 △1 5 363 16,745
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当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成19年２月28日 残高　(百万円) 4,157 4,032 20,283 △9,540 18,932

 中間連結会計期間変動額      

 剰余金の配当   △909  △909

 中間純利益   2,707  2,707

 自己株式の取得    △1,320 △1,320

 自己株式の処分   △126 182 56

連結範囲の変更に伴う利益剰余金

減少高 
  △174  △174

連結範囲の変更に伴う利益剰余金

増加高 
  78  78

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額
― ― ― ― ―

 中間連結会計期間中の変動額合計

                        (百万円)
― ― 1,574 △1,137 437

 平成19年８月31日 残高　(百万円) 4,157 4,032 21,858 △10,678 19,369

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

 平成19年２月28日 残高  (百万円) 6 △2 3 1 366 19,303

 中間連結会計期間変動額       

 剰余金の配当      △909

 中間純利益      2,707

 自己株式の取得      △1,320

 自己株式の処分      56

連結範囲の変更に伴う利益剰余金

減少高  
     △174

連結範囲の変更に伴う利益剰余金

増加高  
     78

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額
1 △0 0 1 21 23

 中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　  (百万円)
1 △0 0 1 21 461

 平成19年８月31日 残高  (百万円) 8 △3 4 2 387 19,764
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年２月28日 残高　(百万円) 4,157 4,032 15,822 △8,067 15,944

 連結会計年度変動額      

 剰余金の配当   △1,608  △1,608

 利益処分による役員賞与   △73  △73

 当期純利益   6,566  6,566

 自己株式の取得    △2,079 △2,079

 自己株式の処分   △423 606 183

 株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額
― ― ― ― ―

 連結会計年度中の変動額合計

                        (百万円)
― ― 4,460 △1,472 2,988

 平成19年２月28日 残高　(百万円) 4,157 4,032 20,283 △9,540 18,932

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

 平成18年２月28日 残高  (百万円) 67 △0 67 ― 352 16,364

 連結会計年度変動額       

 剰余金の配当     △5 △1,613

 利益処分による役員賞与      △73

 当期純利益      6,566

 自己株式の取得      △2,079

 自己株式の処分      183

 株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額
△60 △2 △63 1 19 △42

 連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　　  (百万円)
△60 △2 △63 1 13 2,939

 平成19年２月28日 残高  (百万円) 6 △2 3 1 366 19,303
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19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18年３月１日

至　平成19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）

Ⅰ　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  5,291 4,657 11,149

減価償却費  1,087 1,069 2,352

賞与引当金の増減額（△減少額）  377 290 △68

貸倒引当金の増減額（△減少額）  5 127 △66

保険引当金の増減額（△減少額）  ― △20 ―

受取利息及び受取配当金  △2 △8 △2

支払利息  24 53 65

株式交付費  7 ― 7

固定資産除却損  291 168 689

減損損失  ― ― 278

のれん償却額  ― 1 ―

役員賞与の支払額  △73 △73 △73

売上債権の増減額（△増加額）  211 1,459 △2,825

たな卸資産の増減額  △73 △701 108

仕入債務の増減額  △1,087 △982 444

営業貸付金の増減額（△増加額）  △734 △411 △1,292

未払消費税等の増減額（△減少額）  △294 △133 △177

その他  △742 △323 △749

小計  4,288 5,173 9,838

利息及び配当金の受取額  1 8 2

利息の支払額  △24 △53 △65

法人税等の支払額  △1,700 △2,825 △3,671

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,564 2,303 6,103

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  100 ― 100

有形固定資産の取得による支出  △2,494 △838 △3,731

有形固定資産の売却による収入  0 ― 1

無形固定資産の取得による支出  △184 △476 △581

関係会社株式取得による支出  △5 ― △5

貸付けによる支出  △44 △225 △61

貸付金の回収による収入  14 10 6

敷金・保証金等の増減額  △615 △210 △1,327

その他  5 ― △5

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,223 △1,741 △5,604

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  2,730 △3,440 4,190

長期借入金返済による支出  △54 △50 △207

長期借入れによる収入  500 3,000 500

自己株式の取得による支出  △2,079 △1,320 △2,079

自己株式の売却による収入  83 56 183

新株発行による支出  △7 ― △7

配当金の支払額  △818 △909 △1,608

少数株主に対する配当金の支払額  △5 △5 △5

少数株主への払戻による支出  ― △6 ―

その他  ― ― 13

財務活動によるキャッシュ・フロー  348 △2,676 978

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  0 ― 3

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  △310 △2,114 1,481

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,374 4,855 3,374

Ⅶ　連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増
加額

 ― 186 ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  3,064 2,927 4,855
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中間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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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　８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

有限会社テイクオフ 

 

(連結範囲の変更） 

　上記のうち、有限会社テイク

オフは、当中間連結会計期間に

おいて新たに株式を取得して子

会社となったことから、連結の

範囲に含んでおります。

(1）連結子会社の数　９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

株式会社テイクオフ 

G-Trading Rus LLC

ジーケア共済会

(連結範囲の変更） 

　上記のうち、ジーケア共済会

は、当中間連結会計期間におい

て重要性が増したため、連結の

範囲に含んでおります。

　また、株式会社カーブロスは、

当中間連結会計期間において重

要性が減少したため、連結の範

囲から除いております。

(1）連結子会社の数　９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

株式会社テイクオフ 

G-Trading Rus LLC

(連結範囲の変更） 

　上記のうち、株式会社テイクオ

フは、当連結会計年度に新たに株

式を取得し、またG-Trading Rus 

LLCについては、当連結会計年度

において新規設立したことから、

連結の範囲に含んでおります。

(2）主な非連結子会社名

Gulliver USA Inc.

(2）主な非連結子会社名

Gulliver USA Inc.

株式会社カーブロス 

(2）主な非連結子会社名

　Gulliver USA Inc.

連結範囲から除いた理由

　非連結子会社Gulliver USA 

Inc.は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、中間純損益、

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

連結範囲から除いた理由

　非連結子会社Gulliver USA 

Inc.及び株式会社カーブロスは、

小規模であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益、及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。

連結範囲から除いた理由

　非連結子社Gulliver USA Inc.

は、小規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益、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

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

Gulliver USA Inc.

UG Powers株式会社  

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

Gulliver USA Inc.

株式会社カーブロス 

UG Powers株式会社  

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

Gulliver USA Inc.

UG Powers株式会社  

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、中間純損益

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。

持分法を適用しない理由

同左

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（中間）

決算日等に関する事項

　連結子会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日（８月31日）と異な

る会社はGulliver Europe Ltd.及び

Samurai Motors Co.（６月30日）並

びに有限会社テイクオフ（２月末

日）であります。中間連結財務諸表

の作成にあたっては、Gulliver 

Erope Ltd.及びSamurai Motors Co.

は決算日の差異が３ヶ月を超えない

ので、当該子会社の中間決算財務諸

表を基礎として連結しております。

中間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。有限会社テイクオ

フは決算日の差異が３ヶ月を超える

ため連結決算日に実施した仮決算に

基づく財務諸表を基礎として連結し

ております。

事業年度が連結決算日と異なる連

結子会社は以下のとおりです。 

（中間決算日が６月30日の会社）

Gulliver Europe Ltd. 

Samurai Motors Co. 

G-Trading RUS LLC 

上記に記載した３社は中間決算日

の差異が３ヶ月を超えないので、当

該子会社の中間決算財務諸表を基礎

として連結しております。中間決算

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。 

（中間決算日が２月末日の会社）

株式会社テイクオフ 

（中間決算日が９月30日の会社）

ジーケア共済会 

上記に記載した２社は中間決算日

の差異が３ヶ月を超えるため連結決

算日に実施した仮決算に基づく財務

諸表を基礎として連結しております。

　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.、Samurai 

Motors Co.、G-Trading RUS LLC（12

月31日）及び株式会社テイクオフ（8

月31日）であります。連結財務諸表の

作成にあたっては、Gulliver Europe 

Ltd.、Samurai Motors Co.、G-

Trading RUS LLCは決算日の差異が

３ヶ月を超えないため、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。株式会社テイク

オフは決算日が３ヶ月を超えるため連

結決算日に実施した仮決算に基づく財

務諸表を基礎として連結しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

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

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）

ロ　その他有価証券

時価のあるもの

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

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

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

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

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

その他

同左

ロ　貯蔵品

　最終仕入原価法

ロ　貯蔵品

同左

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、耐用年数は以

下のとおりです。

建物及び構築物　15～20年

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

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

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　長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処

理方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しておりま

す。　

株式交付費

同左

株式交付費

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(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

①　貸倒引当金

同左

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

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

――――――　

③　役員賞与引当金

―――――― 

③　役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、

支給見込み額に基づき計上しており

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

すると認められたもの以外のファイ

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 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。ただし、特例処理を満たす金

利スワップ取引については、特例

処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

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…借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

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

　

 

 

 

③　ヘッジ方針

同左

　

 

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動比率によって有効性を評

価しております。ただし、特例処

理によっている金利スワップ取引

については、有効性の評価を省略

しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

　

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

　

 

(7）その他（中間）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

消費税等の会計処理

同左

５　（中間）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 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）　

　当中間連結会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会　平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しております。

　これによる損益の影響はありません。

 ―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計期間から「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）を適用しております。

　この変更により、税金等調整前当期純利益

は278百万円減少しております。

 （オートローン収益に係る会計処理）

  従来、連結子会社である㈱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

収益に係る会計処理は、全額を契約期間にわ

たり収益計上する方法を採用しておりました

が、当中間連結会計期間から、未経過期間の

調達金利等に対応する収益を契約期間にわたっ

て計上し、それ以外の部分については、早期

完済・代位弁済により喪失することが見込ま

れる収益を除いて、オートローン契約時に一

括して収益計上する方法に変更いたしました。

  この変更は、オートローン収益に対応する

費用が主としてオートローンの契約時に発生

すること、及びオートローン事業に関するデー

タが蓄積してきたことに伴い、将来の早期完

済及び代位弁済の発生の可能性を合理的に予

測することが可能となったことから、より経

営実態を反映できると判断し行うものであり

ます。

  あわせて、過年度に発生した契約について

も会計処理の統一をはかるため、平成18年２

月末現在のオートローン収益未経過残高のう

ち、未経過期間の調達金利等に対応する部分

及び早期完済・代位弁済により収益が喪失す

る部分を除いた残額を取崩し、特別利益に計

上いたしました。

  この変更により、従来の方法によった場合

に比べ、売上高、売上総利益、営業利益、経

常利益が401百万円、税金等調整前中間純利益

は1,565百万円、それぞれ増加しております。

 ―――――― （オートローン収益に係る会計処理）

  従来、連結子会社である㈱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

収益に係る会計処理は、全額を契約期間にわ

たり収益計上する方法を採用しておりました

が、当連結会計期間から、未経過期間の調達

金利等に対応する収益を契約期間にわたって

計上し、それ以外の部分については、早期完

済・代位弁済により喪失することが見込まれ

る収益を除いて、オートローン契約時に一括

して収益計上する方法に変更いたしました。

  この変更は、オートローン収益に対応する

費用が主としてオートローンの契約時に発生

すること、及びオートローン事業に関するデー

タが蓄積してきたことに伴い、将来の早期完

済及び代位弁済の発生の可能性を合理的に予

測することが可能となったことから、より経

営実態を反映できると判断し行うものであり

ます。

  あわせて、過年度に発生した契約について

も会計処理の統一をはかるため、平成18年２

月末現在のオートローン収益未経過残高のう

ち、未経過期間の調達金利等に対応する部分

及び早期完済・代位弁済により収益が喪失す

る部分を除いた残額を取崩し、特別利益に計

上いたしました。

  この変更により、従来の方法によった場合

に比べ、売上高、売上総利益、営業利益、経

常利益が547百万円、税金等調整前純利益は

1,711百万円、それぞれ増加しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等）

当中間連結会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は16,381百万円であります。

　中間連結財務諸表規則の改正により、当中

間連結会計期間における中間連結貸借対照表

の純資産の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等）

当連結会計期間から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は18,936百万円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計期間における連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

――――――　 

 

 

 

――――――

 

 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号）を摘要しておりま

す。これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益はそれぞれ73百万円減少

しております。

――――――　 （有形固定資産の減価償却方法の変更）

当中間連結会計期間より、法人税法の改正

((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年

３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産の減価償却につきまし

ては、改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益に与える影響は軽微であり

ます。 

――――――

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において金融事業を行っている連結子会社（株）

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、

重要性が高くなったため、当中間連結会計期間においては、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」として表示して

おります。 

　この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業活動によ

るキャッシュ・フローが734百万円減少し、投資活動によるキャッ

シュ・フローが734百万円増加しております。 

――――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     3,411百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          4,116百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          3,609百万円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次

のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次

のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次

のとおりであります。

広告宣伝費 2,309百万円

業務委託料 876 

給料手当 4,137 

賞与 235 

賞与引当金繰入額 886 

減価償却費 1,087 

地代家賃 2,138 

広告宣伝費 2,292百万円

業務委託料 902 

給料手当 4,042 

賞与 215 

賞与引当金繰入額 721 

減価償却費 1,069 

地代家賃 2,337 

広告宣伝費 4,619百万円

業務委託料 1,785 

給料手当 8,066 

賞与 1,314 

貸倒引当金繰入額 7 

賞与引当金繰入額 448 

減価償却費 2,352 

地代家賃 4,405 

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 205百万円

車両運搬具 12 

工具器具備品 18 

ソフトウェア 40 

長期前払費用 5 

その他 8 

計 291 

建物及び構築物 61百万円

工具器具備品 9 

ソフトウェア 65 

長期前払費用 0 

現状回復費用 24 

その他 7 

計 　 168 

建物及び構築物 325百万円

工具器具備品 54 

ソフトウェア 108 

長期前払費用 0 

現状回復費用 191 

その他 8 

計 689 

――――――  ―――――― ※３　減損損失 

　当連結会計年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

（１）減損損失を計上した資産 

場所 用途 種類
減損損失

(百万円)

東京都

千代田

区 

その他

の事業 
ソフトウェア 273

東京都

千代田

区 

その他

の事業 
工具器具備品 4

（２）減損損失の認識に至った経緯 

　その他の事業の一部事業につきまして、当

初想定していた事業が休止又は停止予定の状

態で、将来の用途が定まっていないため、当

該事象に係る資産について減損損失を認識し

ております。

 （３）資産のグルーピングの方法

　当社は減損会計の適用にあたり、キャッ

シュ・フローを生み出す最小単位として、店

舗を基礎として、遊休資産については、当該

資産単独でグルーピングを行っております。 

（４）回収可能価額の算定方法  

　当社グループの回収可能価額は使用価値を

使用しており、将来キャッシュ・フローを

3.15％で割り引いて算定しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株式数

（千株）

当中間連結会計期間増加

株式数（千株）

当中間連結会計期間減少

株式数（千株）

当中間連結会計期間末株

式数（千株）

発行済株式

普通株式 10,688 ― ― 10,688

合計 10,688 ― ― 10,688

自己株式

普通株式 823 143 26 941

合計 823 143 26 941

（注）１　自己株式の増加は取締役会決議に基づく取得（143千株）によるものであります。

　　　２　自己株式の減少は新株予約権の行使（26千株）によるものであります。

配当に関する事項 

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年５月24日

定時株主総会
普通株式 818 83 平成18年２月28日 平成18年５月25日

基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成18年10月17日

取締役会
普通株式 789  利益剰余金 81 平成18年８月31日 平成18年11月14日
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当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株式数

（千株）

当中間連結会計期間増加

株式数（千株）

当中間連結会計期間減少

株式数（千株）

当中間連結会計期間末株

式数（千株）

発行済株式

普通株式 10,688 ― ― 10,688

合計 10,688 ― ― 10,688

自己株式

普通株式 909 200 17 1,091

合計 909 200 17 1,091

（注）１　自己株式の増加は取締役会決議に基づく取得（200千株）によるものであります。

　　　２　自己株式の減少は新株予約権の行使（17千株）によるものであります。

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

当中間連結会計

期間末残高

（百万円）

連結子会社
ストック・オプションとしての新株

予約権
2

合計 2

配当に関する事項 

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年５月23日

定時株主総会
普通株式 909 93 平成19年２月28日 平成19年５月24日

基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成19年10月17日

取締役会
普通株式 834  利益剰余金 87 平成19年８月31日 平成19年11月13日
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前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株式数

（千株）

当連結会計年度増加株式

数（千株）

当連結会計年度減少株式

数（千株）

当連結会計年度末株式数

（千株）

発行済株式

普通株式 10,688 ― ― 10,688

合計 10,688 ― ― 10,688

自己株式

普通株式 823 143 58 909

合計 823 143 58 909

（注）１　自己株式の増加は取締役会決議に基づく取得（143千株）によるものであります。

　　　２　自己株式の減少は新株予約権の行使（58千株）によるものであります。

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

当連結会計

年度末残高

（百万円）

連結子会社
ストック・オプションとしての新株

予約権
1

合計 1

配当に関する事項 

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年５月24日

定時株主総会
普通株式 818 83 平成18年２月28日 平成18年５月25日

基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成18年10月17日

取締役会
普通株式 789  利益剰余金 81 平成18年８月31日 平成18年11月14日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(1）現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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    3,064 百万円

現金及び現金同等物    3,064  

(1）現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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 2,927百万円

現金及び現金同等物    2,927 

(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 4,855 百万円

現金及び現金同等物  4,855  
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（リース取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（有価証券関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（デリバティブ取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（ストック・オプション等関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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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）

 
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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 83,652 4,347 87,999 ― 87,999

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ―

計 83,652 4,347 87,999 ― 87,999

営業費用 77,229 3,729 80,959 2,576 83,536

営業利益 6,422 617 7,040 (2,576) 4,463

　（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、前連結会計年度の下期より「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、金融事業等その他に

おける役務提供

３　「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容

 前中間連結会計期間 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
2,576百万円 親会社の本社管理部門に係る費用
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当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 81,532 1,975 3,719 87,226 ― 87,226

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
438 283 1,177 1,899 (1,899) ―

計 81,970 2,258 4,896 89,125 (1,899) 87,226

営業費用 75,994 2,043 3,593 81,631 842 82,474

営業利益 5,975 215 1,302 7,494 (2,741) 4,752

　（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

 当中間連結会計期間 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
　　 2,741百万円 親会社の本社管理部門に係る費用

４　事業区分の方法の変更

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、前

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。前中間連結会計期間のセグメント情報を、当中

間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。

 
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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 83,684 1,063 3,252 87,999 ― 87,999

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
542 185 1,251 1,979 (1,979) ―

計 84,226 1,248 4,503 89,978 (1,979) 87,999

営業費用 78,683 1,141 3,102 82,927 609 83,536

営業利益 5,543 106 1,401 7,051 (2,588) 4,463
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前連結会計年度（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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 173,289 2,369 6,507 182,166 ― 182,166

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,140 423 2,596 4,160 (4,160) ―

計 174,429 2,792 9,104 186,326 (4,160) 182,166

営業費用 161,295 2,486 6,323 170,105 937 171,042

営業利益 13,134 305 2,780 16,221 (5,097) 11,123

　（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

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
3,696 5,097 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

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社が存在しますが、全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が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。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における海外売上高が、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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額  1,680円60銭

１株当たり中間純利益   339円56銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
   337円56銭

１株当たり純資産額 2,018円80銭

１株当たり中間純利益   279円43銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
  279円28銭

１株当たり純資産額  1,936円38銭

１株当たり当期純利益   672円19銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
  669円68銭

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

項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間連結損益計算書上の中間（当期）

純利益金額（百万円）
3,320 2,707 6,566

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
3,320 2,707 6,566

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,778 9,687 9,768

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

潜在株式調整後１株当たり中間（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）

   

新株予約権 57 5 36

普通株式増加数（千株） 57 5 36

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含まれなかった潜在株式の概

要

新株予約権２種類(新株

予約権による潜在株式の

数57千株) 

新株予約権２種類(新株

予約権による潜在株式の

数55千株) 

新株予約権１種類(新株

予約権による潜在株式の

数57千株) 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  1,947   1,583   3,337   

２　売掛金  4,773   3,918   5,854   

３　たな卸資産  3,195   3,471   3,065   

４　関係会社短期貸付金  2,910   ―   5,373   

５　繰延税金資産  619   692   447   

６　その他  1,691   1,651   2,084   

７　貸倒引当金  △83   △87   △229   

流動資産合計   15,054 42.6  11,229 29.8  19,933 49.3

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１　建物及び構築物  7,487   7,799   7,807   

２　工具器具備品  1,495   1,183   1,316   

３　土地  327   327   327   

４　その他  166   109   109   

有形固定資産合計  9,475  26.8 9,418  25.0 9,561  23.7

(2）無形固定資産           

１　ソフトウェア  2,442   1,914   1,910   

２　その他  91   140   88   

無形固定資産合計  2,534  7.2 2,055  5.4 1,998  4.9

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券  98   100   96   

２　関係会社株式  2,321   2,061   2,191   

３　関係会社長期貸付金  ―   6,500   ―   

４　敷金・保証金  3,278   3,404   3,651   

５　建設協力金  2,206   2,852   2,508   

６　繰延税金資産  142   91   270   

７　その他  564   203   236   

８　貸倒引当金  △334   △199   △33   

投資その他の資産合計  8,277  23.4 15,013  39.8 8,921  22.1

固定資産合計   20,287 57.4  26,487 70.2  20,480 50.7

資産合計   35,342 100.0  37,717 100.0  40,414 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  2,264   2,036   2,953   

２　短期借入金  10,600   7,500   11,600   

３　未払金  1,710   1,834   1,957   

４　未払法人税等  1,943   1,843   2,590   

５　前受金  276   299   178   

６　預り金  512   428   721   

７　賞与引当金  853   691   415   

８　その他  968   832   1,027   

流動負債合計   19,129 54.1  15,466 41.0  21,443 53.1

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  ―   3,000   ―   

２　預り保証金  793   845   869   

固定負債合計   793 2.3  3,845 10.2  869 2.1

負債合計   19,923 56.4  19,312 51.2  22,313 55.2

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  4,157 11.8 4,157 11.0 4,157 10.3

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  4,032 4,032 4,032

資本剰余金合計  4,032 11.4 4,032 10.7 4,032 10.0

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  39 39 39

(2）その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  17,055 20,845 19,406

利益剰余金合計  17,095 48.3 20,884 55.4 19,445 48.1

４　自己株式  △9,873 △27.9 △10,678 △28.3 △9,540 △23.6

株主資本合計  15,411 43.6 18,396 48.8 18,094 44.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  7 0.0 8 0.0 6 0.0

評価・換算差額等合計  7 0.0 8 0.0 6 0.0

純資産合計  15,419 43.6 18,404 48.8 18,101 44.8

負債純資産合計  35,342 100.0 37,717 100.0 40,414 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   80,061 100.0  76,442 100.0  166,466 100.0

Ⅱ　売上原価   60,677 75.8  57,632 75.4  126,526 76.0

売上総利益   19,383 24.2  18,809 24.6  39,940 24.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  15,108 18.9  14,384 18.8  29,224 17.6

営業利益   4,274 5.3  4,425 5.8  10,715 6.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  54 0.1  128 0.2  61 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  56 0.1  84 0.1  268 0.2

経常利益   4,273 5.3  4,469 5.9  10,509 6.3

Ⅵ　特別利益 ※３  34 0.0  20 0.0  520 0.3

Ⅶ　特別損失 ※4,6  291 0.3  298 0.4  1,018 0.6

税引前中間（当期）
純利益

  4,016 5.0  4,191 5.5  10,010 6.0

法人税、住民税及び
事業税

 1,909   1,782   4,486   

法人税等調整額  △166 1,743 2.2 △66 1,715 2.2 △121 4,365 2.6

中間（当期）純利益   2,272 2.8  2,475 3.3  5,645 3.4
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本

剰余金

合計

利益準備金

その他利益剰余

金 利益剰余金合

計
繰越利益剰余金

 平成18年２月28日 残高   (百万円) 4,157 4,032 4,032 39 15,866 15,905 △8,067 16,027

 中間会計期間変動額         

 剰余金の配当     △818 △818  △818

 利益処分による役員賞与     △73 △73  △73

 中間純利益     2,272 2,272  2,272

 自己株式の取得       △2,079 △2,079

 自己株式の処分     △190 △190 273 83

 株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額
― ― ― ― ― ― ― ―

 中間会計期間中の変動額合計　

　　　　　　　　　      (百万円)
― ― ― ― 1,189 1,189 △1,805 △616

 平成18年８月31日 残高   (百万円) 4,157 4,032 4,032 39 17,055 17,095 △9,873 15,411

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券評価

差額金

評価・換算

差額等合計

 平成18年２月28日 残高  (百万円) 67 67 16,094

 中間会計期間変動額    

 剰余金の配当   △818

 利益処分による役員賞与   △73

 中間純利益   2,272

 自己株式の取得   △2,079

 自己株式の処分   83

 株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額
△59 △59 △59

 中間会計期間中の変動額合計

                       (百万円)
△59 △59 △675

 平成18年８月31日 残高　(百万円) 7 7 15,419

㈱ガリバーインターナショナル（7599） 平成 20 年２月期 中間決算短信

－ 35 －



当中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本

剰余金

合計

利益準備金

その他利益剰余

金 利益剰余金合

計
繰越利益剰余金

 平成19年２月28日 残高   (百万円) 4,157 4,032 4,032 39 19,406 19,445 △9,540 18,094

 中間会計期間変動額         

 剰余金の配当     △909 △909  △909

 中間純利益     2,475 2,475  2,475

 自己株式の取得       △1,320 △1,320

 自己株式の処分     △126 △126 182 56

 株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額
        

 中間会計期間中の変動額合計　

　　　　　　　　　      (百万円)
    1,439 1,439 △1,137 301

 平成19年８月31日 残高   (百万円) 4,157 4,032 4,032 39 20,845 20,884 △10,678 18,396

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券評価

差額金

評価・換算

差額等合計

 平成19年２月28日 残高  (百万円) 6 6 18,101

 中間会計期間変動額    

 剰余金の配当   △909

 中間純利益   2,475

 自己株式の取得   △1,320

 自己株式の処分   56

 株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額
1 1 1

 中間会計期間中の変動額合計

                       (百万円)
1 1 303

 平成19年８月31日 残高　(百万円) 8 8 18,404
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本

剰余金

合計

利益準備金

その他利益剰余

金 利益剰余金合

計
繰越利益剰余金

 平成18年２月28日 残高   (百万円) 4,157 4,032 4,032 39 15,866 15,905 △8,067 16,027

 事業年度変動額         

 剰余金の配当     △1,608 △1,608  △1,608

 利益処分による役員賞与     △73 △73  △73

 当期純利益     5,645 5,645  5,645

 自己株式の取得       △2,079 △2,079

 自己株式の処分     △423 △423 606 183

 株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額
        

 事業年度中の変動額合計　

　　　　　　　　　      (百万円)
    3,539 3,539 △1,472 2,067

 平成19年２月28日 残高   (百万円) 4,157 4,032 4,032 39 19,406 19,445 △9,540 18,094

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券評価

差額金

評価・換算

差額等合計

 平成18年２月28日 残高  (百万円) 67 67 16,094

 事業年度変動額    

 剰余金の配当   △1,608

 利益処分による役員賞与   △73

 当期純利益   5,645

 自己株式の取得   △2,079

 自己株式の処分   183

 株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額
△60 △60 △60

 事業年度中の変動額合計

                       (百万円)
△60 △60 2,006

 平成19年２月28日 残高　(百万円) 6 6 18,101
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

１　資産の評価基準及び評価方法

 

(1）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

 

 

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

同左

 

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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）

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 

 

(2）たな卸資産

商品

車両　  個別法による原価

法

(2）たな卸資産

商品

車両

同左

(2）たな卸資産

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

その他

同左

 

 

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２　固定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。

建物及び構築物　15～20年

 

(1）有形固定資産

同左

 

(1）有形固定資産

同左

 

 

(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

(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）長期前払費用

同左

３　繰延資産の処理方法

 

株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

株式交付費

同左

株式交付費

同左

４　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

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(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

(2）賞与引当金

同左

 

 

――――――

 

―――――― 

 

(3）役員賞与引当金 

役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。

㈱ガリバーインターナショナル（7599） 平成 20 年２月期 中間決算短信

－ 38 －



項目

前中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

５　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 同左

６　その他（中間）財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

　なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺の上、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

（固定資産の減損に係る会計基準）　

　当中間会計期間から「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。

　これによる損益の影響はありません。

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）　

　当事業年度から「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。

　この変更により、従来の方法によった場合

に比べ、税引前当期純利益は278百万円減少

しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

　当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は15,419百万円であります。

　中間財務諸表等規則の改正により、当中間会

計期間における中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は18,101百万円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度

における貸借対照表の純資産の部については、

改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

――――――  ―――――― （役員賞与に関する会計基準） 

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４号）を適用しておりま

す。これによる営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ73百万円減少してお

ります。
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前中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

――――――  （有形固定資産の減価償却方法の変更）

当中間会計期間より、法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産の減価償却につきましては、改正

後の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。

　これによる営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益に与える影響は軽微であります。 

――――――  

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

（中間貸借対照表）

  前中間会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「関係会社短期貸付金」及び投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「関係会社株式」は、当中間会計期間に

おいて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社短期貸付金」は100百万円あり、

「関係会社株式」は485百万円であります。

――――――

 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     3,387百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          4,072百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          3,576百万円

　２　　　　 　―――――― 　２　貸出極度額の総額及び貸出実行残高

  当社は、グループ内の効率的な資金調達

及び運用を行うため、子会社及び関連会社

への資金提供を行っております。当該業務

における貸出極度額の総額及び貸出実行残

高は以下のとおりです。

貸出極度額の総額   8,500百万円

貸出実行残高   6,500百万円

差引額   1,999百万円

  なお、上記業務においては、各社の財政

状態と資金繰りを勘案し資金提供を行って

おり、必ずしも全額が貸出実行されるもの

ではありません。

　２　　　　　―――――― 
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 5百万円 受取利息  37百万円 受取利息    15百万円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 16百万円 支払利息   35百万円 支払利息    46百万円

※３　　　　　―――――― ※３　特別利益の主要項目　　　　 ※３　　　　　　――――――

保険契約解約返戻金    20百万円

※４　　　　　―――――― ※４　特別損失の主要項目 ※４　　　　　　――――――

固定資産除却損    168百万円

子会社株式減損損失    129百万円

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産    672百万円

無形固定資産    391百万円

有形固定資産       679百万円

無形固定資産       337百万円

有形固定資産   1,493百万円

無形固定資産       784百万円

――――――  ―――――― ※６　減損損失 

　当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

（１）減損損失を計上した資産 

場所 用途 種類
減損損失

(百万円)

東京都

千代田

区 

その他

の事業 
ソフトウェア 273

東京都

千代田

区 

その他

の事業 
工具器具備品 4

（２）減損損失の認識に至った経緯 

　その他の事業の一部事業につきまして、当

初想定していた事業が休止又は停止予定の状

態で、将来の用途が定まっていないため、当

該事象に係る資産について減損損失を認識し

ております。

 （３）資産のグルーピングの方法

　当社は減損会計の適用にあたり、キャッ

シュ・フローを生み出す最小単位として、店

舗を基礎として、遊休資産については、当該

資産単独でグルーピングを行っております。 

（４）回収可能価額の算定方法  

　当社の回収可能価額は使用価値を使用して

おり、将来キャッシュ・フローを3.15％で割

り引いて算定しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間

増加株式数（千株）

当中間会計期間

減少株式数（千株）

当中間会計期間末株式数

（千株）

普通株式 823 143 26 941

合計 823 143 26 941

（注）１　自己株式の増加は取締役会決議に基づく取得（143千株）によるものであります。

　　　２　自己株式の減少は新株予約権の行使（26千株）によるものであります。

当中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間

増加株式数（千株）

当中間会計期間

減少株式数（千株）

当中間会計期間末株式数

（千株）

普通株式 909 200 17 1,091

合計 909 200 17 1,091

（注）１　自己株式の増加は取締役会決議に基づく取得（200千株）によるものであります。

　　　２　自己株式の減少は新株予約権の行使（17千株）によるものであります。

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度

増加株式数（千株）

当事業年度

減少株式数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

普通株式 823 143 58 909

合計 823 143 58 909

（注）１　自己株式の増加は取締役会決議に基づく取得（143千株）によるものであります。

　　　２　自己株式の減少は新株予約権の行使（26千株）によるものであります。

（リース取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（有価証券関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額  1,581円83銭

１株当たり中間純利益    232円40銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
   231円03銭

１株当たり純資産額  1,917円72銭

１株当たり中間純利益       255円50銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
      255円36銭

１株当たり純資産額   1,850円96銭

１株当たり当期純利益       577円92銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
      575円76銭

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

項目

前中間会計期間

(自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

前事業年度

(自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間損益計算書上の中間（当期）純利益金額

（百万円）
2,272 2,475 5,645

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 2,272 2,475 5,645

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,778 9,687 9,768

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

潜在株式調整後１株当たり中間（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）

   

新株予約権 57 5 36

普通株式増加数（千株） 57 5 36

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権２種類(新株予約権

による潜在株式の数57千株) 

新株予約権２種類(新株予約権

による潜在株式の数55千株) 

新株予約権１種類(新株予約権

による潜在株式の数57千株) 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

６．その他
該当事項はありません。 
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