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１．平成20年２月期の連結業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 190,592 4.6 8,698 △21.8 8,699 △20.8 4,650 △29.1

19年２月期 182,166 △0.2 11,123 18.0 10,998 17.2 6,566 48.5

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年２月期 482 27 482 15 23.6 18.0 4.6

19年２月期 672 19 669 68 37.5 25.9 6.1

（参考）持分法投資損益 20年２月期 －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

20年２月期 50,426 20,769 40.4 2,122 06

19年２月期 45,947 19,303 41.2 1,936 38

（参考）自己資本 20年２月期 20,365百万円 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

20年２月期 1,354 △2,960 177 3,639

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 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年２月期 － － 81 00 － － 93 00 174 00 1,699 25.8 9.7

20年２月期 － － 87 00 － － 87 00 174 00 1,744 36.1 8.6

21年２月期（予想） － － 62 00 － － 62 00 124 00 － 29.8 －

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 89,600 2.7 3,200 △32.7 3,200 △33.0 1,700 △37.2 177 14

通期 196,300 3.0 7,400 △14.9 7,400 △14.9 4,000 △14.0 416 79
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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　Gulliver USA Inc.）

（注）詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（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、19ページ「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） 20年２月期 9,597,077株 19年２月期 9,779,343株

②　期末自己株式数 20年２月期 1,091,723株 19年２月期 909,457株

（注）１株当たり当期純利益（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20年２月期の個別業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 167,219 0.4 8,459 △21.0 8,614 △18.0 4,293 △23.9

19年２月期 166,466 △1.9 10,715 5.6 10,509 3.6 5,645 6.1

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

円 銭 円 銭

20年２月期 445 27 445 16

19年２月期 577 92 575 76

(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

20年２月期 35,378 19,389 54.8 2,020 31

19年２月期 40,414 18,101 44.8 1,850 96

（参考）自己資本 20年２月期 19,389百万円 19年２月期 18,101百万円

２．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 79,000 3.3 3,100 △29.9 3,100 △30.6 1,650 △33.3 171 93

通期 170,000 1.7 7,200 △14.9 7,200 △16.4 3,800 △11.5 395 95

※　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。
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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うち、直営店の店舗数は、299店（前期末比8店舗純増）となりました。新規

出店スピードを抑制し、また、一部店舗の閉店を行ったため、前期と比べ純増数の伸びが鈍化しました。但し、引き

続き、直営店は新規出店を進める方針に変更はありません。 

　また、上半期においては、広告宣伝費の投下量を抑制しました。その一方、下半期からは、広告宣伝を積極化した

ことで、直営店における下半期の車両販売台数は、上昇傾向となりましたが、通期の車両販売台数は前期と比べ微減

となりました。 

　販売費及び一般管理費は、広告宣伝費が増加したほか、一部子会社の販売費及び一般管理費が増加しました。 

　以上の結果、当連結会計期間の業績は、売上高190,592百万円と前期と比べ8,426百万円（4.6％）増、営業利益8,698

百万円と前期と比べ2,425百万円（21.8％）減、経常利益8,699百万円と前期と比べ2,298百万円（20.8％）減、当期純

利益4,650百万円と前期と比べ1,915百万円（29.1％）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］ 

　前記の通り、直営店における車両販売台数が減少しました。また、1台あたりの平均単価は、中古車オークション相

場の上昇に伴い増加しました。 

　結果として、売上高179,443百万円と前期に比べ5,013百万円（2.8％）増、営業利益11,394百万円と前期に比べ1,739

百万円（13.2％）減となりました。 

［金融事業］ 

　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が、業容の拡大に伴い、販売費及び一般管理費が増加しました。 

　結果として、売上高5,126百万円と前期に比べ2,334百万円（83.5％）増、営業利益146百万円と前期に比べ159百万

円（52.1％）減となりました。 

［その他の事業］ 

　ガリバー加盟店の店舗数が151店（前期末比33店舗純減）となったため、ガリバー加盟店から得る収益が減少しまし

た。 

　結果として、売上高10,540百万円と前期に比べ1,436百万円（15.7％）増、営業利益2,700百万円と前期に比べ80百

万円（2.8％）減となりました。 

次期の見通し　

　主力である中古車販売事業におきましては、当社は、引き続き、ガリバー直営店の新規出店を進め、また、効率的

に車両販売台数を増加させていく考えです。平成21年2月期におきましては、ガリバー直営店は、8店舗純増となる期

末307店舗を見込み、これに伴い車両販売台数が増加する見込みです。 

　一方、以下のように販売費及び一般管理費が増加する要因があります。 

・ テストマーケティングの継続実施や小売の強化を行うため、前期と比べ広告宣伝費の投下量を増やす見込みで

す。 

・ 前期において、積極的な採用を行い社員数が増加していることから、人件費が増加する見込みです。 

・ 直営店の増加に伴い、地代家賃が増加する見込みです。 

・ 新規事業である海外事業（中国及びインドへの進出）の展開に伴い、先行投資を行うため、販売費及び一般管理費

が増加する見込みです。 

　金融事業におきましては、引き続き、オートローンの取り扱いを中心として事業を展開していきます。業績面にお

いては、前期と大きな差異は発生しない見込みです。

　その他事業におきましては、ガリバー加盟店の店舗数が、14店舗純減となる期末137店舗を見込み、これに伴いロイ

ヤリティ収入や手数料収入等が減少する見込みです。

　以上をふまえ、通期の見通しは、売上高196,300百万円（前期比3.0％増）、営業利益7,400百万円（前期比14.9％減）、

経常利益7,400百万円（前期比14.9％減）、当期純利益4,000百万円（前期比14.0％減）を見込んでおります。 
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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 

　当連結会計年度末における流動資産の残高は31,148百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,268百万円の増加とな

りました。主な要因としましては、たな卸資産の増加（前年同期末比2,625百万円）及び売掛金の増加（前年同期末比

2,501百万円増）が挙げられます。 

②　固定資産 

　当連結会計年度末における固定資産の残高は19,278百万円となり、前連結会計年度末に比べ211百万円の増加となり

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326

百万円増）が挙げられます。 

③　流動負債 

　当連結会計年度末における流動負債の残高は24,078百万円となり、前連結年度末に比し1,145百万円の減少となりま

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459百万円減）が挙げられます。 

④　固定負債 

　当連結会計年度末における固定負債の残高は5,578百万円となり、前連結会計年度末に比し4,159百万円の増加とな

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3,535百万円増）が挙げられま

す。 

⑤　純資産 

　当連結会計年度末における純資産の残高は20,769百万円となり、前連結会計年度末に比し1,465百万円増加しました。

主な要因としましては、利益剰余金の増加（前年度末比2,549百万円増）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1,421百万円のマイナスとなりました。当連結会計期

間末の現金及び現金同等物の残高は、3,639百万円となりました。 

（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1,354百万円となりました。

　主な内訳は税金等調整前当期純利益8,495百万円、売上債権の増減額△2,267百万円、法人税等の支払額△5,214百万

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、2,960百万円となりました。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、177百万円となりました。これは主に長期借入金による収入によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期

自己資本比率（％） 59.3 46.7 41.3 41.2 40.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
338.6 443.4 338.5 181.9 80.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
0.1 1.4 2.1 2.3 12.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
604.2 207.9 141.3 93.6 9.6

(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・次期の配当

　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（平成20年2月期）までは、個別当期純利益に対し30％程度の配当

性向を目標とする方針を発表しておりますが、次期（平成21年2月期）以降は、個別当期純利益から連結当期純利益に

配当性向の基準をあらためることといたします。なお、配当金の実績は、連結当期純利益の実績により当社が公表す

る予想と比べ前後する場合があります。

　上記の方針に基づき、当期の1株当たり配当金は、年間174円とし、また、次期の1株当たり配当金は、次期の予想連

結当期純利益を前提に、年間124円（中間期末62円、期末62円）とする計画です。 

　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、海外事業を含む新規事業開発、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。

　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20年４月18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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会場 
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web GAuc 
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ユーザー 

ユーザー 

（ガリバー加盟店にて買い取った車両の販売ルート） 
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ー
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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。 

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20年２月末時点における敷金・保

証金及び建設協力金残高は6,584百万円であり、総資産の13.0％を占めております。 
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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い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16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。 

６　会社と役員の傍系会社の取引について  

　当社は平成20年２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20年２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 61 未収金 0 61 60 1

（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20年２月29日現在において当社の発行済株式総数の

26.1％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。
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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
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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

　当社は1994年の創業以来、「自動車の流通革命」を大きな目標として掲げ、事業の拡大をはかっております。その

実現のために、中古車業界における圧倒的なシェアの確保を目指しており、具体的な長期目標として、「ガリバーグ

ループ年間買い取り100万台」を設定しております。この目標の達成に向け、次のような施策を進めております。

直営店舗の新規出店の継続

・各店舗における生産性の向上

・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

　また、今後は、お客様に中古車を販売する小売にも力を注いでまいります。加えて、近年では、金融事業や自動車

流通関連ビジネスへの領域の拡大にも取り組んでおり、引き続き、その取り組みを強化してまいります。更には、海

外市場にも視野を広げ、米国、中国、インドなどの海外展開も具体的な検討を行ってまいります。 

(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．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

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   4,855   3,639  

２　売掛金   13,664   16,166  

３　たな卸資産   4,668   7,294  

４　営業貸付金   1,571   2,085  

５　繰延税金資産   445   407  

６　その他   1,743   1,581  

７　貸倒引当金   △69   △25  

流動資産合計   26,880 58.5  31,148 61.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物  9,911   10,547   

減価償却累計額  △2,079 7,832  △2,699 7,848  

(2）車両運搬具  42   48   

減価償却累計額  △15 27  △36 12  

(3）工具器具備品  2,899   3,259   

減価償却累計額  △1,515 1,384  △1,839 1,420  

(4）土地   327   327  

(5）建設仮勘定   116   124  

(6）その他   －   25  

有形固定資産合計   9,687 21.1  9,758 19.4

２　無形固定資産        

(1）のれん   30   103  

(2）ソフトウェア   2,082   1,994  

(3）その他   79   122  

無形固定資産合計   2,192 4.8  2,220 4.4
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前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   96   98  

(2）関係会社株式 ※１  108   5  

(3）長期貸付金   13   161  

(4）敷金・保証金   3,749   3,404  

(5）建設協力金   2,508   3,180  

(6）繰延税金資産   489   465  

(7）その他   296   275  

(8）貸倒引当金   △74   △292  

投資その他の資産合計   7,187 15.6  7,298 14.4

固定資産合計   19,066 41.5  19,278 38.2

資産合計   45,947 100.0  50,426 100.0
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前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

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   3,303   3,505  

２　短期借入金   13,590   13,131  

３　未払金   2,900   3,039  

４　未払法人税等   2,957   1,306  

５　預り金   809   351  

６　賞与引当金   453   562  

７　役員賞与引当金   73   63  

８　その他   1,136   2,119  

流動負債合計   25,224 54.9  24,078 47.7

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   550   4,085  

２　預り保証金   869   1,021  

３　その他   －   471  

固定負債合計   1,419 3.1  5,578 11.1

負債合計   26,643 58.0  29,657 58.8

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   4,157 9.1  4,157 8.3

２　資本剰余金   4,032 8.8  4,032 8.0

３　利益剰余金   20,283 44.1  22,833 45.3

４　自己株式   △9,540 △20.8  △10,678 △21.2

　　株主資本合計   18,932 41.2  20,344 40.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  6 0.0  7 0.0

２　為替換算調整勘定   △2 △0.0  13 0.0

　　評価・換算差額等合計   3 0.0  20 0.0

Ⅲ　新株予約権   1 0.0  4 0.0

Ⅳ　少数株主持分   366 0.8  400 0.8

純資産合計   19,303 42.0  20,769 41.2

負債純資産合計   45,947 100.0  50,426 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   182,166 100.0  190,592 100.0

Ⅱ　売上原価   140,228 77.0  147,032 77.1

売上総利益   41,937 23.0  43,559 22.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  30,813 16.9  34,860 18.3

営業利益   11,123 6.1  8,698 4.6

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  0   5   

２　受取配当金  1   17   

３　受取手数料  7   4   

４　受取補償金  －   15   

５　その他  68 79 0.0 265 307 0.2

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  65   140   

２　株式交付費  7   －   

３　貸倒引当金繰入額  37   27   

４　解約違約金  3   －   

５　為替差損  －   33   

６　その他  91 204 0.1 105 306 0.2

経常利益   10,998 6.0  8,699 4.6

Ⅵ　特別利益        

１　保険契約解約返戻金  －   20   

２　前期損益修正益  －   92   

３　割賦利益繰延取崩額  1,164   －   

４　固定資産売却益  －   15   

５　その他  － 1,164 0.6 17 146 0.1

        

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※２ 689   330   

２　減損損失 ※３ 278   －   

３　その他  45 1,013 0.5 19 350 0.2

税金等調整前当期純利益   11,149 6.1  8,495 4.5

法人税、住民税及び事業
税

 4,880   3,669   

法人税等調整額  △313 4,566 2.5 126 3,796 2.0

少数株主利益（控除）   16 0.0  49 0.0

当期純利益   6,566 3.6  4,650 2.5
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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

連結会計年度中の変動額

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（純額）

－ － － － －

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △5 △1,613

役員賞与による利益処分      △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（純額）

△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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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △1,744  △1,744

当期純利益   4,650  4,650

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

  △309  △309

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連結会計
年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

― ― 2,549 △1,137 1,411

平成20年２月29日　残高
（百万円）

4,157 4,032 22,833 △10,678 20,344

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当      △1,744

当期純利益      4,650

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

     △309

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連結会計
年度中の変動額（純額）

1 15 17 3 33 53

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

1 15 17 3 33 1,465

平成20年２月29日　残高
（百万円）

7 13 20 4 400 20,769
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

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    

税金等調整前当期純利益  11,149 8,495

減価償却費  2,352 2,342

賞与引当金の増減額  △68 109

貸倒引当金の増減額  △66 174

受取利息及び受取配当金  △2 △5

支払利息  65 140

株式交付費  7 －

固定資産売却益  － △15

固定資産除売却損  689 330

減損損失  278 －

役員賞与の支払額  △73 －

売上債権の増減額  △2,825 △2,267

たな卸資産の増減額  108 △2,588

仕入債務の増減額  444 169

営業貸付金の増減額  △1,292 △601

未払消費税等の増減額  △177 △89

その他  △749 508

小計  9,838 6,705

利息及び配当金の受取額  2 5

利息の支払額  △65 △140

法人税等の支払額  △3,671 △5,214

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,103 1,354

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による収入  100 －

有形固定資産の取得による支出  △3,731 △1,946

有形固定資産の売却による収入  1 116

無形固定資産の取得による支出  △581 △824

関係会社株式の取得による支出  △5 △0

貸付けによる支出  △61 △3

貸付金の回収による収入  6 3

敷金・保証金の支払額  △1,327 △305

その他  △5 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,604 △2,960
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額  4,190 △471

長期借入金の返済による支出  △207 △986

長期借入れによる収入  500 4,661

自己株式の取得による支出  △2,079 △1,320

自己株式の売却による収入  183 56

新株発行による支出  △7 －

配当金の支払による支出  △1,608 △1,744

少数株主に対する配当金の支払に
よる支出

 △5 △5

少数株主からの払込による収入  － △10

その他  13 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  978 177

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3 6

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  1,481 △1,421

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,374 4,855

Ⅶ　連結範囲の変更に伴う現金及び現金
同等物の増加額

 － 205

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,855 3,639

    

㈱ガリバーインターナショナル（7599）平成 20 年２月期 決算短信

－ 18 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１　連結の範囲に関する事項 (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。

(1）連結子会社の数　13社

株式会社ジー・ワンファイナンシャル

サービス

ジーケア共済会

Gulliver Europe Ltd.

株式会社ジー・ワンクレジットサービ

ス

株式会社ジー・トレーディング

株式会社ジー・バス販売 

Samurai Motors Co.

G-Trading Rus LLC 

株式会社ジー・レンタル

株式会社ハコボー 

株式会社テイクオフ  

Gulliver USA,Inc. 

Gulliver East,Inc.  

(連結範囲の変更)

　上記のうち、ジーケア共済会及び

Gulliver USA.Inc並びにGulliver 

East.Incは当連結会計年度より重要性が

増したため、連結範囲に含んでおります。

株式会社ジー・レンタルは当連結会計年

度に新たに株式を取得し、また株式会社

ジー・ワンクレジットサービスについて

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。しかし、株式会社カーブロスは当連

結会計年度より重要性が減少したため、

連結の範囲から除いております。

(2）非連結子会社名

Gulliver USA Inc.

(2）非連結子会社名

株式会社カーブロス

株式会社ジー・ワンインシュアランス

サービス

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、

当期純利益、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。

連結範囲から除いた理由

非連結子会社株式会社カーブロス及び

株式会社ジー・ワンインシュアランス

サービスは、小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純利益、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。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用している非連結子会社及

び関連会社は、ありません。

(1）持分法を適用している非連結子会社及

び関連会社は、ありません。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

Gulliver USA Inc.

UG Powers株式会社  

(2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

株式会社カーブロス

株式会社ジー・ワンインシュアランス

サービス 

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、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。

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.及び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。　

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.及びG-

Trading Rus LLC（12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.及び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。

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

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 

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

ハ　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

ハ　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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

その他

先入先出法による原価法

その他

同左

ロ　貯蔵品

最終仕入原価法

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、主な耐用年数は以下のとおりで

す。

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物　　　　　15～20年

車両運搬具　　　　　　　２～６年

 

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

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）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

(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

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

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。

③　役員賞与引当金

同左

(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。

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(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。

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

 

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

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）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。

消費税等の会計処理

同左

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。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん償却については、発生原因に応じ、

効果の発現する期間を合理的に見積り20年

以内で均等償却しております。

　なお、金額が僅少なものについては発生

した連結会計年度において一括償却してお

ります。

　のれん及び負ののれん償却については、

発生原因に応じ、効果の発現する期間を合

理的に見積り20年以内で均等償却しており

ます。

　なお、金額が僅少なものについては発生

した連結会計年度において一括償却してお

ります。

７　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
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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

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――――

当連結会計年度より「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、当連結会計年度から、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

等調整前当期純利益は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） ――――――

当連結会計年度より「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、当連結会計年度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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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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）を適用しております。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）

 当連結会計年度より、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当期純利益に与える影響は軽微

であります。  

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「営業貸付金」は、当連結会計

年度において、資産の総額の100分の１を超えたため区

分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「営業貸付金」は215百万

円あります。 

 ――――――

 

２．前連結会計年度において、「営業権」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度により「のれん」と表示

しております。

 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１　　　　　　　　────── ※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。　　

子会社株式 　５百万円
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであり

ます。

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであり

ます。

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

役員賞与引当金繰入額 73

減価償却費 2,352

地代家賃 4,405

広告宣伝費      5,557百万円

業務委託料 1,934

給料手当 8,659

賞与 1,294

貸倒引当金繰入額 －

賞与引当金繰入額 573

役員賞与引当金繰入額 63

減価償却費 2,342

地代家賃 4,881

※２　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

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

原状回復費用  191

その他  8

計 689

建物及び構築物   224百万円

工具器具備品 22

ソフトウェア  　 24

長期前払費用   0

原状回復費用 57

その他   1

計 330

※３　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

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  金額

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あり、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

当社グループ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、主に店舗を基礎とし

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。 

※３　　　　　　　　────── 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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．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（注）１.２ 823 143 58 909

合計 823 143 58 909

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加143千株は、取締役会決議に基づく市場買付による増加であります。　

２．普通株式の自己株式の株式数の減少58千株は、ストックオプション行使による減少であります。　

２．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

３．配当に関する事項

(1）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 83.00 平成18年２月28日 平成18年５月25日

平成18年10月17日

取締役会
普通株式 789 81.00 平成18年８月31日 平成18年11月14日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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５月23日

定時株主総会
普通株式 909  利益剰余金 93.00 平成19年２月28日 平成19年５月24日
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．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（注）１.２ 909 200 17 1,091

合計 909 200 17 1,091

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加200千株は、取締役会決議に基づく市場買付による増加であります。　

２．普通株式の自己株式の株式数の減少17千株は、ストックオプション行使による減少であります。　

２．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
4

合計 4

３．配当に関する事項

(1）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 93.00 平成19年２月28日 平成19年５月24日

平成19年10月17日

取締役会
普通株式 834 87.00 平成19年８月31日 平成19年11月13日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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20年５月28日

定時株主総会
普通株式 834  利益剰余金  87.00 平成20年２月29日 平成20年５月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※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

※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

現金及び預金勘定 3,639百万円

現金及び現金同等物 3,639

（リース取引関係）、（有価証券関係）、（デリバティブ取引関係）、（ストック・オプション等関係）、

（税効果会計関係）、（関連当事者との取引）、（企業結合等関係）

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をしております。 

（退職給付関係）

該当事項はありません。
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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 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

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 31,221 9,643 3,177 44,043 1,904 45,947

減価償却費 1,395 18 378 1,792 559 2,352

減損損失 － － 278 278 － 278

資本的支出 2,562 124 67 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
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
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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 178,455 4,503 7,632 190,592 － 190,592

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
987 623 2,908 4,518 △4,518 －

計 179,443 5,126 10,540 195,111 △4,518 190,592

営業費用 168,048 4,980 7,840 180,869 1,024 181,893

営業利益 11,394 146 2,700 14,241 △5,543 8,698

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
      

資産 28,780 12,877 1,880 43,537 6,889 50,426

減価償却費 1,497 85 251 1,835 507 2,342

資本的支出 1,792 453 29 2,275 407 2,682

　（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
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
5,097 5,543 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
1,904 6,889

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

　前連結会計年度及び当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額

に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超えているため記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度における海外売上高が、いずれも連結売上高の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）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,936.38円

１株当たり当期純利益金額       672.19円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
     669.68円

１株当たり純資産額 2,122.05円

１株当たり当期純利益金額 482.27円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
482.15円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

損益計算書上の当期純利益（百万円） 6,566 4,650

普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,566 4,650

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,768 9,642

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

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 36 2

普通株式増加数（千株） 36 2

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

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52

千株）
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(自己株式の取得)

　当社は、平成19年５月16日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議

いたしました。その概要は次のとおりであります。

(1）自己株式の取得を行う理由

    経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行

す

　るため

(2）取得の内容

　①取得する株式の種類

　　普通株式

　②取得する株式の総数

　　200,000株を上限とする。

　③取得価額の総額

　　2,000百万円を上限とする。

　④株式の取得期間

　　平成19年５月17日から平成19年５月31日

　⑤取得方法

　　東京証券取引所における市場買付け

――――――
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

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   3,337   2,004  

２　売掛金   5,854   5,125  

３　商品   2,953   4,001  

４　貯蔵品   112   41  

５　前渡金   4   9  

６　前払費用   627   396  

７　未収金   1,098   300  

８　立替金   351   280  

９　関係会社短期貸付金   5,373   －  

10　繰延税金資産   447   344  

11　その他   2   96  

12　貸倒引当金   △229   △7  

流動資産合計   19,933 49.3  12,592 35.6

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  8,074   8,438   

減価償却累計額  △1,467 6,606  △1,917 6,521  

(2）構築物  1,809   1,805   

減価償却累計額  △608 1,201  △731 1,074  

(3）工具器具備品  2,817   2,873   

減価償却累計額  △1,500 1,316  △1,817 1,055  

(4）土地   327   327  

(5）建設仮勘定   109   124  

有形固定資産合計   9,561 23.7  9,103 25.7

２　無形固定資産        

(1）のれん   5   91  

(2）商標権   9   7  

(3）ソフトウェア   1,910   1,673  

(4）電話加入権   63   63  

(5）施設利用権   9   9  

無形固定資産合計   1,998 4.9  1,845 5.2
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前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   96   98  

(2）関係会社株式   2,191   2,267  

(3）出資金   0   0  

(4）長期貸付金   7   －  

(5）従業員長期貸付金   0   0  

(6）関係会社長期貸付金 ※２  －   3,116  

(7）破産債権等   33   19  

(8）長期前払費用   120   58  

(9）敷金・保証金   3,651   3,035  

(10）建設協力金   2,508   3,180  

(11）保険積立金   72   79  

(12）繰延税金資産   270   238  

(13）貸倒引当金   △33   △257  

投資その他の資産合計   8,921 22.1  11,837 33.5

固定資産合計   20,480 50.7  22,785 64.4

資産合計   40,414 100.0  35,378 100.0
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前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

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   2,953   2,217  

２　短期借入金   11,600   5,300  

３　未払金 ※１  1,696   1,185  

４　未払法人税等   2,590   1,122  

５　未払消費税等   244   90  

６　未払費用   709   842  

７　前受金   178   266  

８　預り金   721   322  

９　賞与引当金   415   473  

10　役員賞与引当金   73   63  

11　設備未払金   261   106  

12　その他   －   52  

流動負債合計   21,443 53.1  12,043 34.0

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   －   3,100  

２　預り保証金   869   844  

固定負債合計   869 2.1  3,944 11.2

負債合計   22,313 55.2  15,988 45.2

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   4,157 10.3  4,157 11.8

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  4,032   4,032   

資本剰余金合計   4,032 10.0  4,032 11.4

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  39   39   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  19,406   21,830   

利益剰余金合計   19,445 48.1  21,869 61.8

４　自己株式   △9,540 △23.6  △10,678 △30.2

株主資本合計   18,094 44.8  19,381 54.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  6 0.0  7 0.0

評価・換算差額等合計   6 0.0  7 0.0

純資産合計   18,101 44.8  19,389 54.8

負債純資産合計   40,414 100.0  35,378 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　商品売上高  159,401   160,874   

２　その他の営業収入 ※１ 7,065 166,466 100.0 6,344 167,219 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　商品売上原価        

(1）期首商品たな卸高  3,034   2,681   

(2）当期商品仕入高  125,799   129,123   

合計  128,833   131,805   

(3）期末商品たな卸高  2,953   3,628   

(4）他勘定振替高 ※２ 18   409   

差引：商品売上原価  125,862   127,767   

２　その他の営業収入原価  663 126,526 76.0 536 128,303 76.7

売上総利益   39,940 24.0  38,915 23.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　広告宣伝費  4,532   5,381   

２　役員報酬  281   282   

３　給料手当  7,450   7,452   

４　賞与  1,242   1,215   

５　役員賞与引当金繰入額  73   63   

６　賞与引当金繰入額  415   473   

７　法定福利費  1,136   1,103   

８　業務委託料  2,031   2,089   

９　旅費交通費  960   966   

10　通信費  726   748   

11　消耗品費  375   419   

12　減価償却費  2,318   2,219   

13　賃借料  322   228   

14　地代家賃  4,150   4,475   

15　貸倒引当金繰入額  0   －   

16　その他  3,204 29,224 17.6 3,337 30,456 18.2

営業利益   10,715 6.4  8,459 5.1
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前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息 ※３ 15   70   

２　受取配当金 ※３ 8   11   

３　受取手数料  7   4   

４　有価証券利息  0   －   

５　受取補償金  －   15   

６　その他  29 61 0.1 255 356 0.2

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  46   98   

２　貸倒引当金繰入額  181   18   

３　解約違約金  3   －   

４　その他  37 268 0.2 84 201 0.1

経常利益   10,509 6.3  8,614 5.2

Ⅵ　特別利益        

１　関係会社株式売却益 ※３ 520   －   

２　保険契約解約返戻金  － 520 0.3 20 20 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※４ 689   326   

２　減損損失 ※５ 278   －   

３　関係会社株式評価損  9   572   

４　訴訟和解金等  40 1,018 0.6 － 898 0.5

税引前当期純利益   10,010 6.0  7,735 4.7

法人税、住民税及び事業
税

 4,486   3,307   

法人税等調整額  △121 4,365 2.6 135 3,442 2.0

当期純利益   5,645 3.4  4,293 2.7

        

㈱ガリバーインターナショナル（7599）平成 20 年２月期 決算短信

－ 37 －



(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

事業年度中の変動額

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（純額）

－ － － － － － － －

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

事業年度中の変動額

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（純額）

△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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当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △1,744 △1,744  △1,744

当期純利益     4,293 4,293  4,293

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事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － 2,423 2,423 △1,137 1,286

平成20年２月29日　残高
（百万円）

4,157 4,032 4,032 39 21,830 21,869 △10,678 19,381

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △1,744

当期純利益   4,293

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事業年
度中の変動額（純額）

1 1 1

事業年度中の変動額合計
（百万円）

1 1 1,287

平成20年２月29日　残高
（百万円）

7 7 19,389
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的の債券

同左

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）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）

(3）その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

車両

個別法による原価法

(1）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

(2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３　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

(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

(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

４　繰延資産の処理方法 株式交付費については、支出時に全額

費用処理しております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

５　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

(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

(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。

(3）役員賞与引当金

同左

６　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

ス契約については、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

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――――

当事業年度より「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） ――――――

当事業年度より「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。  

 

―――――― （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 当事業年度より、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

常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。  

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（固定資産の表示方法） 

前事業年度において、「営業権」として掲記されていた

ものは、当事業年度により「のれん」と表示しておりま

す。 

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

 ※１　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

未払金　449百万円 

 ※１　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金　   173百万円 

未収金　    13百万円 

買掛金　   274百万円 

未払金　   148百万円

前受金　     3百万円

 ※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 11,200百万円

貸出実行残高   3,116百万円

差引額   8,083百万円

　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。

 ※３　　　　　　　────── 　

 

 ※３　偶発債務

　①債務保証

保証先 金額（百万円） 内容

㈱ジー・ワンファイナ

ンシャルサービス 
5,000 借入債務 

計 5,000 － 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　その他の営業収入の内訳は次のとおりであります。 ※１　その他の営業収入の内訳は次のとおりであります。

加盟金収入    161百万円

ロイヤリティ収入 2,038

その他 4,865

計 7,065

加盟金収入       56百万円

ロイヤリティ収入 1,627

その他 4,660

計 6,344

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

商品    18百万円

計 18

商品      409百万円

計 409

※３　関係会社との取引にかかるものは次のとおりであり

ます。

受取利息 15百万円

受取配当金 6百万円

関係会社株式売却益 520百万円

計 542

※３　関係会社との取引にかかるものは次のとおりであり

ます。

受取利息   67百万円

受取配当金  6百万円

計 74

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物    266百万円

構築物  59

工具器具備品  54

ソフトウェア  108

長期前払費用  0

原状回復費用  191

その他  8

計 689

建物       162百万円

構築物 59

工具器具備品  21

ソフトウェア  　 24

長期前払費用   0

原状回復費用  　 57

その他   0

計 326

※５　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。  

※５　　　　　　　　────── 
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（株主資本等変動計算書関係）

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．普通株式の自己株式の株式数の増加143千株は、取締役会決議に基づく市場買付による増加であります。　

２．普通株式の自己株式の株式数の減少58千株は、ストックオプション行使による減少であります。　

当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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 909 200 17 1,091

合計 909 200 17 1,091

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加200千株は、取締役会決議に基づく市場買付による増加であります。　

２．普通株式の自己株式の株式数の減少17千株は、ストックオプション行使による減少であります。　

（リース取引関係）、（有価証券関係）、（税効果会計関係） 

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をしております。 
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,850.96円

１株当たり当期純利益金額       577.92円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
      575.76円

１株当たり純資産額 2,020.31円

１株当たり当期純利益金額 445.27円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
445.16円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

項目
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

損益計算書上の当期純利益（百万円） 5,645 4,293

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,645 4,293

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,768 9,642

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

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 36 2

普通株式増加数（千株） 36 2

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

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　

　　52千株）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(自己株式の取得)

　当社は、平成19年５月16日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議

いたしました。その概要は次のとおりであります。

(1）自己株式の取得を行う理由

    経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行

　するため

(2）取得の内容

　①取得する株式の種類

　　普通株式

　②取得する株式の総数

　　200,000株を上限とする。

　③取得価額の総額

　　2,000百万円を上限とする。

　④株式の取得期間

　　平成19年５月17日から平成19年５月31日

　⑤取得方法

　　東京証券取引所における市場買付け

――――――
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６．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

　　代表取締役会長　　　　羽鳥　兼市（現　代表取締役社長） 

　　代表取締役社長　　　　羽鳥　裕介（現　専務取締役） 

　　代表取締役社長　　　　羽鳥　貴夫（現　専務取締役） 

②　就任予定日

平成20年６月１日 
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