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１．平成20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20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 ％

20年８月中間期 91,011 4.3 2,807 △40.9 2,901 △39.2 1,042 △61.5

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

20年２月期 190,592 － 8,698 － 8,699 － 4,650 －

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

20年８月中間期 108 62 － －

19年８月中間期 279 43 279 28

20年２月期 482 27 482 15

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 ―百万円 19年８月中間期 ―百万円 20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８月中間期 58,345 20,951 35.2 2,143 32

19年８月中間期 44,164 19,764 43.8 2,018 80

20年２月期 50,426 20,769 40.4 2,122 06

（参考）自己資本 20年８月中間期 20,569百万円 19年８月中間期 19,374百万円 20年２月期 20,365百万円

(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８月中間期 △4,121 △1,344 4,895 3,088

19年８月中間期 2,303 △1,741 △2,676 2,927

20年２月期 1,354 △2,960 177 3,639

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

20年２月期 － － 87 00 － － 87 00 174 00

21年２月期 － － 41 00 － －

21年２月期（予想） － － － － 41 00 82 00

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 196,300 3.0 5,600 △35.6 5,600 △35.6 2,500 △46.2 260 50
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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）　無

(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　　　　　　　　有

（注）詳細は、16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） 20年８月中間期 10,688,800株 19年８月中間期 10,688,800株 20年２月期 10,688,800株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 1,091,725株 19年８月中間期 1,091,721株 20年２月期 1,091,723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、26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８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20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 ％

20年８月中間期 77,088 0.8 2,819 △36.3 2,878 △35.6 1,099 △55.6

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

20年２月期 167,219 ― 8,459 ― 8,614 ― 4,293 ―

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 114 58

19年８月中間期 255 50

20年２月期 445 27

(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８月中間期 40,757 19,631 48.2 2,045 56

19年８月中間期 37,717 18,404 48.8 1,917 72

20年２月期 35,378 19,389 54.8 2,020 31

（参考）自己資本 20年８月中間期 19,631百万円 19年８月中間期 18,404百万円 20年２月期 19,389百万円

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 170,000 1.7 5,500 △35.0 5,500 △36.2 2,500 △41.8 260 50

※　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、301店（前年同期末比6店舗純増、前期末比2店舗純

増）となりました。店舗数の増加及び広告宣伝の投下により、直営店における車両販売台数は増加しました。一方、

中古車オークション市場の単価が前年と比べ下落したことに伴い、1台あたりの平均単価は減少しました。

　販売費及び一般管理費は、前期において従業員が増加したことに伴い、人件費が増加したほか、広告宣伝費が増加

しました。また、連結子会社の販売費及び一般管理費が増加しました。

　当期より、役員退職慰労金に係る会計処理の方法の変更を行ったことに伴い、第１四半期決算時に、役員退職慰労

引当金繰入額の過年度発生分を特別損失に計上しています。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高91,011百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益2,807百万円（前

年同期比40.9％減）、経常利益2,901百万円（前年同期比39.3％減）、中間純利益1,042百万円（前年同期比61.5％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増加しました。一方、1台あたりの平均単価は、中古車オークション相

場の下落に伴い減少しました。 

　結果として、売上高85,447百万円と前期に比べ3,477百万円（4.2％）増、営業利益4,152百万円と前期に比べ1,823

百万円（30.5％）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2,928百万円と前期に比べ670百万円（29.7％）増、営業利益96百万円と前期に比べ119百万円

（55.3％）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147店（前年同期末比11店舗純減、前期末比4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。一方、陸送事業の収益が増加しました。 

　結果として、売上高5,617百万円と前期に比べ721百万円（14.7％）増、営業利益1,401百万円と前期に比べ99百万円

（7.6％）増となりました。 
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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38,929百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ14,182百

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7,911百万円増）及びたな卸資産

の増加（前年同期末比5,264百万円増）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19,415百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ2百万円の

減少となりました。主な要因としましては、ソフトウェアの減少（前年度同期末比329百万円減）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31,703百万円となり、前中間連結期間末に比べ12,027百万円

増加となりました。主な要因としましては、事業の拡大による借入金の増加（前年同期末比8,703百万円増）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5,690百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ966百万円

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566百万円増）

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20,951百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ1,186百万円

の増加となりました。主な要因としましては、利益剰余金の増加（前年度末比1,182百万円増）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、財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなる一方、営業活動

及び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551百万円のマイナスとなりました。当中間連結

会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、3,088百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は4,121百万円となりました。

　主な内訳は税金等調整前中間純利益2,237百万円、売上債権の増減額△3,971百万円、法人税等の支払額△1,246百万

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、1,344百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得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、4,895百万円となりました。これは主に短期借入金の増加に伴う収入によるもので

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19年２月期中 平成19年２月期 平成20年２月期中 平成20年２月期　 平成21年２月期中

自己資本比率（％） 40.6 41.2 43.8 40.4 35.2

時価ベース株主資本比

率（％）
230.5 181.9 127.5 80.6 35.4

債務償還年数（年） 3.8 2.3 5.9 12.7 －

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
134.9 93.6 43.0 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．平成21年２月期中間連結会計期間の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは

　　　　営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

　　 ３．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。　

　　 ４．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、前期（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、当期（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、予想連結当期純利益を前提に、年間82円（中間期末41円、期末41

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

　第14期有価証券報告書（平成20年５月28日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略

しております。

　当該有価証券報告書は、次のURLからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

　　　　　　　　　　http://www.glv.co.jp/company/investor/

　 (東京証券取引所ホームページ）

　　　　　　　　　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

２．企業集団の状況
 　最近の有価証券報告書（平成20年５月28日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から重要な変更が

ないため開示を省略します。

３．経営方針
  平成20年２月期決算短信（平成20年４月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ます。

　当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

　　　　（当社ホームページ）

　　　　　　　　　　http://www.glv.co.jp/company/investor/

　　　　 (東京証券取引所ホームページ）

　　　　　　　　　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

 

㈱ガリバーインターナショナル（7599）平成 21 年２月期 中間決算短信

－ 6 －



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19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   2,927   3,088   3,639  

２　売掛金   12,293   20,204   16,166  

３　たな卸資産   5,369   10,634   7,294  

４　繰延税金資産   731   586   407  

５　その他   3,479   4,529   3,667  

６　貸倒引当金   △55   △113   △25  

流動資産合計   24,746 56.0  38,929 66.7  31,148 61.8

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１　建物及び構築物  7,933   8,055   7,848   

２　工具器具備品  1,315   1,458   1,420   

３　土地  327   327   327   

４　その他  129 9,705 22.0 333 10,175 17.4 162 9,758 19.3

(2）無形固定資産           

１　ソフトウェア  2,092   1,763   1,994   

２　その他  159 2,251 5.1 207 1,970 3.4 226 2,220 4.4

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券  112   50   98   

２　敷金・保証金  3,635   3,516   3,404   

３　建設協力金  2,852   2,973   3,180   

４　繰延税金資産  252   506   465   

５　その他  823   487   441   

６　貸倒引当金  △216 7,460 16.9 △264 7,269 12.5 △292 7,298 14.5

固定資産合計   19,418 44.0  19,415 33.3  19,278 38.2

資産合計   44,164 100.0  58,345 100.0  50,426 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   2,414   4,884   3,505  

２　短期借入金   10,150   18,853   13,131  

３　未払金   2,554   2,063   3,039  

４　未払法人税等   1,970   1,476   1,306  

５　預り金   461   326   351  

６　賞与引当金   743   586   562  

７　商品保証引当金   ―   243   ―  

８　その他   1,380   3,269   2,182  

流動負債合計   19,675 44.6  31,703 54.3  24,078 47.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   3,500   4,066   4,085  

２　預り保証金   845   973   1,021  

３　役員退職慰労引当金   ―   399   ―  

４　その他   378   251   471  

固定負債合計   4,724 10.7  5,690 9.8  5,578 11.1

負債合計   24,399 55.3  37,393 64.1  29,657 58.8

    （純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  4,157 9.4 4,157 7.1 4,157 8.3

２　資本剰余金  4,032 9.1 4,032 6.9 4,032 8.0

３　利益剰余金  21,858 49.5 23,040 39.5 22,833 45.3

４　自己株式  △10,678 △24.2 △10,678 △18.3 △10,678 △21.2

株主資本合計  19,369 43.8 20,552 35.2 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

 8 0.0 △14 0.0 7 0.0

２　為替換算調整勘定  △3 △0.0 32 0.0 13 0.0

評価・換算差額等合計  4 0.0 17 0.0 20 0.0

Ⅲ　新株予約権  2 0.0 4 0.0 4 0.0

Ⅳ　少数株主持分  387 0.9 376 0.7 400 0.8

純資産合計  19,764 44.7 20,951 35.9 20,769 41.2

負債純資産合計  44,164 100.0 58,345 100.0 50,426 100.0
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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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   87,226 100.0  91,011 100.0  190,592 100.0

Ⅱ　売上原価   66,453 76.2  70,157 77.1  147,032 77.1

売上総利益   20,772 23.8  20,853 22.9  43,559 22.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  16,020 18.4  18,045 19.8  34,860 18.3

営業利益   4,752 5.4  2,807 3.1  8,698 4.6

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  3   9   5   

２　受取配当金  4   0   17   

３　受取手数料  2   2   4   

４　受取補償金  15   ―   15   

５　為替差益  ―   74   ―   

６　その他  75 101 0.1 113 200 0.2 265 307 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  53   82   140   

２　貸倒引当金繰入額  ―   ―   27   

３　その他  21 75 0.1 25 107 0.1 138 306 0.2

経常利益   4,778 5.4  2,901 3.2  8,699 4.6

Ⅵ　特別利益           

１　保険契約解約返戻金  20   ―   20   

２　貸倒引当金戻入益  1   ―   ―   

３　固定資産売却益  ―   ―   15   

４　前期損益修正益  ―   ―   92   

５　保険差益  6   13   －   

６　投資有価証券売却益  12   ―   －   

７　その他  6 47 0.1 ― 13 0.0 17 146 0.1

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 168   92   330   

２　過年度役員退職慰労引
当金繰入額

 ―   376   －   

３　過年度商品保証引当金
繰入額

 ―   185   ―   

４　その他  ― 168 0.2 23 677 0.7 19 350 0.2

税金等調整前中間（当
期）純利益

  4,657 5.3  2,237 2.5  8,495 4.5

法人税、住民税及び事
業税

 1,903   1,416   3,669   

法人税等調整額  13 1,916 2.2 △203 1,212 1.3 126 3,796 2.0

少数株主利益又は少数
株主損失（△）

  34 0.0  △17 0.0  49 0.0

中間（当期）純利益   2,707 3.1  1,042 1.2  4,650 2.5
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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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当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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20年２月29日 残高　(百万円) 4,157 4,032 22,833 △10,678 20,344

 中間連結会計期間変動額      

 剰余金の配当   △834  △834

 中間純利益   1,042  1,042

 自己株式の取得    0 0

 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)
― ― 207 0 207

 平成20年８月31日 残高　(百万円) 4,157 4,032 23,040 △10,678 20,552

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20年２月29日 残高  (百万円) 7 13 20 4 400 20,769

 中間連結会計期間変動額       

 剰余金の配当      △834

 中間純利益      1,042

 自己株式の取得      0

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額
△22 18 △3 0 △23 △26

 中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　 (百万円)
△22 18 △3 0 △23 181

 平成20年８月31日 残高  (百万円) △14 32 17 4 376 20,951
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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
― ― ― ― ―

 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
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）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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20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） 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  4,657 2,237 8,495

減価償却費  1,069 1,113 2,342

賞与引当金の増加額  290 23 109

貸倒引当金の増加額  127 59 174

保険引当金の減少額  △20 ― ―

商品保証引当金の増加額  ― 243 ―

役員退職慰労引当金の増加額  ― 399 ―

受取利息及び受取配当金  △8 △10 △5

支払利息  53 82 140

固定資産売却益  ― ― △15

固定資産除却損  168 71 330

のれん償却額  1 ― ―

役員賞与の支払額  △73 ― ―

売上債権の減少額（△増加額）  1,459 △3,971 △2,267

たな卸資産の減少額（△増加額）  △701 △3,340 △2,588

仕入債務の増加額（△減少額）  △982 1,334 169

営業貸付金の減少額（△増加額）  △411 △177 △601

未払消費税等の増加額（△減少額）  △133 4 △89

その他  △323 △872 508

小計  5,173 △2,803 6,705

利息及び配当金の受取額  8 10 5

利息の支払額  △53 △82 △140

法人税等の支払額  △2,825 △1,246 △5,214

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,303 △4,121 1,354

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △838 △1,416 △1,946

有形固定資産の売却による収入  ― 192 116

無形固定資産の取得による支出  △476 △165 △824

関係会社株式取得による支出  ― △50 △0

貸付けによる支出  △225 △1 △3

貸付金の回収による収入  10 1 3

敷金・保証金等の増減額  △210 95 △305

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,741 △1,344 △2,960

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  △3,440 5,761 △471

長期借入金返済による支出  △50 △125 △986

長期借入れによる収入  3,000 100 4,661

自己株式の取得による支出  △1,320 △0 △1,320

自己株式の売却による収入  56 ― 56

配当金の支払額  △909 △834 △1,744

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 ― △10

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,676 4,895 177

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 18 6

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △2,114 △551 △1,421

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,855 3,639 4,855

Ⅶ　連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増
加額

 186 ― 205

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 2,927 3,088 3,639
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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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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　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.

(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）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

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　

(2）主な非連結子会社名

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.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

　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、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

　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.

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

UG Powers株式会社 

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　

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

UG Powers株式会社  

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　

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。

㈱ガリバーインターナショナル（7599）平成 21 年２月期 中間決算短信

－ 14 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

３　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。 

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

る連結子会社は以下のとおりです。 

同左

連結子会社のうち、決算日が連結決

算日（２月末日）と異なる連結子会社

は以下のとおりです。 

（決算日が12月31日の会社）

　Gulliver Europe Ltd. 

　Samurai Motors Co. 

　G-Trading RUS LLC 

上記に記載した３社は決算日の差

異が３ヶ月を超えないので、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

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）

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

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により、取得価格の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年

度より取得の５％相当額と備忘価

格との差額を5年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて表示し

ております。なおこの変更による

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。　

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

③　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

(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。

④　　　  ―――――― 

 

④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

て役員退職慰労金規程に基づく中

間連結会計期間末要支給額を計上

しております。

（会計方針の変更）　

役員の退職慰労引当金は従来支

出時の費用として処理しておりま

したが、「監査第一委員会報告第

42号「租税特別措置法上の引当金

又は準備金」に関する監査上の取

扱い」の改正について」（日本公

認会計士協会　平成19年4月13日公

表）を適用し、平成21年2月期より

役員退職慰労金規程に基づく中間

連結会計期間末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上すること

といたしました。

　この結果、従来と同一の基準を

採用した場合と比較して、営業利

益及び経常利益が23百万減少し、

税金等調整前中間純利益は399百万

円減少しております。　　　

④　　　  ―――――― 

 

⑤　　　　―――――― 

 

⑤　商品保証引当金

保証付車両の修繕による損失に

備える為、保証期間に係る保証見

積り額を過去の実績に基づき計上

しております。

（会計方針の変更）　　

商品保証引当金は従来支出時の

費用として処理しておりましたが、

「監査第一委員会報告第42号「租

税特別措置法上の引当金又は準備

金」に関する監査上の取扱い」の

改正について」（日本公認会計士

協会　平成19年4月13日公表）を適

用し、平成21年2月期より将来の保

証修繕見込額を商品保証引当金と

して計上することといたしまし

た。

　この結果、従来と同一の基準を

採用した場合と比較して、営業利

益及び経常利益が58百万減少し、

税金等調整前中間純利益は243百万

円減少しております。　　　

⑤　　　　―――――― 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(5）中間連結財務諸表の

作成の基礎となった

連結会社の中間財務

諸表の作成に当たっ

て採用した重要な外

貨建の資産または負

債の本邦通貨への換

算基準

　外貨建金銭債権債務は中間連結決

算日の直物為替相場銭により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお在外子会社等の

資産及び負債は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部の

少数株主持分及び為替換算調整勘定

に含めております。　

同左 　外貨建金銭債権債務は連結決算日の

直物為替相場銭により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお在外子会社等の資産及び負債

は、決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部の少数株主持分及び為替換算

調整勘定に含めております。　

(6）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

 

(7）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

　

 

(8）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

　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。

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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（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。 

――――――

 

（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）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

────── (中間連結損益計算書)　

前中間連結会計期間において為替差益は営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりましたが、営業外収益の100分10超となったため、

当中間連結会計期間より区分掲記しております。なお、前中間連結会

計期間における為替差益の金額は４百万円であります。　
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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19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

※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

      5,175百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,574 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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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 2,292百万円

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 2,496百万円

業務委託料 954 

給料手当 4,889 

賞与 70 

賞与引当金繰入額 894 

役員退職慰労引当

繰入額　

23 

貸倒引当金繰入 69 

減価償却費 1,113 

地代家賃 2,554 

広告宣伝費 5,557百万円

業務委託料 1,934 

給料手当 8,634 

賞与 1,294 

賞与引当金組入額 573 

役員賞与引当金繰入額 63 

減価償却費 2,342 

地代家賃 4,481 

※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 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 5百万円

工具器具備品 8 

ソフトウェア 8 

長期前払費用 32 

現状回復費用 37 

その他 2 

計 92 

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 

現状回復費用 57 

その他 1 

計 330 
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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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当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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 1,091 0 ― 1,091

合計 1,091 0 ― 1,091

（注）１．自己株式の増加は、単元未満株式の買取り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
4

合計 4

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20年５月28日

定時株主総会
普通株式 834 87 平成20年２月29日 平成20年５月29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20年10月17日

取締役会
普通株式 393  利益剰余金 41 平成20年８月31日 平成20年11月13日
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前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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 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

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

平成19年10月17日

取締役会
普通株式 834 87 平成19年８月31日 平成19年11月13日

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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 平成20年２月29日 平成20年５月29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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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 3,088 百万円

現金及び現金同等物 3,088  

※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 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）、

（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。 
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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
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

 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
　　 2,741百万円 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20年３月１日　至　平成20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 84,695 2,223 4,092 91,011 ― 91,011

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
751 705 1,525 2,981 (2,981) ―

計 85,447 2,928 5,617 93,992 (2,981) 91,011

営業費用 81,294 2,832 4,215 88,342 (139) 88,203

営業利益 4,152 96 1,401 5,650 (2,842) 2,807

　（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

 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
2,842百万円 親会社の本社管理部門に係る費用
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前連結会計年度（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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 178,445 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

　（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

前連結会計年度 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
5,543百万円 親会社の本社管理部門に係る費用

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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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 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 2,143円32銭

１株当たり中間純利益  108円62銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については希薄化効

果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。　

１株当たり純資産額 2,122円06銭

１株当たり当期純利益 482円27銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
482円15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19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(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）
2,707 1,042 4,650

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
2,707 1,042 4,650

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,687 9,597 9,642

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 5 ― 2

普通株式増加数（千株） 5 ― 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55千株) 

新株予約権２種類(新株

予約権による潜在株式の

数49千株) 

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) 

㈱ガリバーインターナショナル（7599）平成 21 年２月期 中間決算短信

－ 26 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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20年10月17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)自己株式を取得する理由

　経営環境の変化に対応した機動的な

資本政策の遂行を可能とするため

(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

　　500,000株を上限とする。

　③取得価格の総数

　　1,000百万円を上限とする。

　④株式の取得期間

　　平成20年10月20日から平成20年

　11月20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．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19年８月31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  1,583   1,396   2,004   

２　売掛金  3,918   4,714   5,125   

３　たな卸資産  3,471   5,869   4,001   

４　繰延税金資産  692   458   344   

５　その他  1,651   1,411   1,122   

６　貸倒引当金  △87   △6   △7   

流動資産合計   11,229 29.8  13,845 34.0  12,592 35.6

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１　建物及び構築物  7,799   7,810   7,595   

２　工具器具備品  1,183   986   1,055   

３　土地  327   327   327   

４　その他  109   272   124   

有形固定資産合計  9,418  25.0 9,397  23.1 9,103  25.7

(2）無形固定資産           

１　ソフトウェア  1,914   1,450   1,673   

２　その他  140   159   170   

無形固定資産合計  2,055  5.4 1,610  3.9 1,845  5.2

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券  100   50   98   

２　関係会社株式  2,061   2,163   2,267   

３　関係会社長期貸付金 ※２ 6,500   7,406   3,116   

４　敷金・保証金  3,404   3,101   3,035   

５　建設協力金  2,852   2,973   3,180   

６　繰延税金資産  91   282   238   

７　その他  203   118   157   

８　貸倒引当金  △199   △191   △257   

投資その他の資産合計  15,013  39.8 15,905  39.0 11,837  33.5

固定資産合計   26,487 70.2  26,912 66.0  22,785 64.4

資産合計   37,717 100.0  40,757 100.0  35,378 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年８月31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  2,036   2,495   2,217   

２　短期借入金  7,500   9,033   5,300   

３　未払金  1,834   1,045   1,185   

４　未払法人税等  1,843   1,224   1,122   

５　前受金  299   349   266   

６　預り金  428   287   322   

７　賞与引当金  691   506   473   

８　商品保証引当金　  ―   232   ―   

９　その他  832   1,570   1,155   

流動負債合計   15,466 41.0  16,744 41.1  12,043 34.0

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  3,000   3,166   3,100   

２　預り保証金  845   815   844   

３　役員退職慰労引当金  ―   399   ―   

固定負債合計   3,845 10.2  4,381 10.7  3,944 11.2

負債合計   19,312 51.2  21,126 51.8  15,988 45.2

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  4,157 11.0 4,157 10.2 4,157 11.8

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 10.7 4,032 9.9 4,032 11.4

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  20,845 22,094 21,830

利益剰余金合計  20,884 55.4 22,134 54.3 21,869 61.8

４　自己株式  △10,678 △28.3 △10,678 △26.2 △10,678 △30.2

株主資本合計  18,396 48.8 19,646 48.2 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  8 0.0 △14 0.0 7 0.0

評価・換算差額等合計  8 0.0 △14 0.0 7 0.0

純資産合計  18,404 48.8 19,631 48.2 19,389 54.8

負債純資産合計  37,717 100.0 40,757 100.0 35,378 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   76,442 100.0  77,088 100.0  167,219 100.0

Ⅱ　売上原価   57,632 75.4  58,687 76.1  128,303 76.7

売上総利益   18,809 24.6  18,400 23.9  38,915 23.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  14,384 18.8  15,581 20.2  30,456 18.2

営業利益   4,425 5.8  2,819 3.7  8,459 5.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  128 0.2  114 0.1  356 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  84 0.1  55 0.1  201 0.1

経常利益   4,469 5.9  2,878 3.7  8,614 5.2

Ⅵ　特別利益   20 0.0  80 0.1  20 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  298 0.4  830 1.1  898 0.5

税引前中間（当期）
純利益

  4,191 5.5  2,128 2.7  7,735 4.7

法人税、住民税及び
事業税

 1,782   1,172   3,307   

法人税等調整額  △66 1,715 2.2 △143 1,028 1.3 135 3,442 2.0

中間（当期）純利益   2,475 3.3  1,099 1.4  4,293 2.7
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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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当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20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

 中間会計期間変動額         

 剰余金の配当     △834 △834  △834

 中間純利益     1,099 1,099  1,099

 自己株式の取得       0 0

 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)
― ― ― ― 264 264 0 264

 平成20年８月31日 残高   (百万円) 4,157 4,032 4,032 39 22,094 22,134 △10,678 19,646

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20年２月29日 残高  (百万円) 7 7 19,389

 中間会計期間変動額    

 剰余金の配当   △834

 中間純利益   1,099

 自己株式の取得   0

 株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額
△22 △22 △22

 中間会計期間中の変動額合計

                       (百万円)
△22 △22 242

 平成20年８月31日 残高　(百万円) △14 △14 19,631
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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
― ― ― ― ― ― ― ―

 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
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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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19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29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）

 

 

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

　

 

 

 

 

 

 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により、取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より取

得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて表示して

おります。なおこの変更による営

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。

(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
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項目

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

 

 

(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、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。　

 

 

(4）    ―――――― 

　

(4)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

て役員退職慰労金規定に基づく中

間会計期間末要支給額を計上して

おります。

（会計方針の変更）

　役員の退職慰労金は従来支出時

の費用として処理しておりました

が、「監査第一委員会報告第４２

号「租税特別措置法上の準備金及

び特別法上の引当金又は準備金」

に関する監査上の取扱い」の改正

について」（日本公認会計士協会

　平成19年4月13日公表）を適用

し、平成21年2月期より役員退職

慰労金規定に基づく中間会計期間

末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上することといたしまし

た。

　この結果、従来と同一の基準を

採用した場合と比較して、営業利

益及び経常利益23百万減少し、税

引前中間純利益は399百万円減少

しております。

(4）    ―――――― 

 

 

 

(5)      ―――――― 　

 

(5)商品保証引当金

　保証付車両の修繕による損失に

備える為、保証期間に係る保証見

積り額を過去の実績に基づき計上

しております。

（会計方針の変更）　

　商品保証引当金は従来支出時の

費用として処理しておりましたが、

「監査第一委員会報告第42号「租

税特別措置法上の引当金又は準備

金」に関する監査上の取扱い」の

改正について」（日本公認会計士

協会　平成19年4月13日公表）を

適用し、平成21年2月期より将来

の保証修繕見込額を商品保証引当

金として計上することといたしま

した。

　この結果、従来と同一の基準を

採用した場合と比較して、営業利

益及び経常利益が47百万減少し、

税引前中間純利益は232百万円減

少しております。　

(5)　   ―――――― 
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項目

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29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19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29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。 

　             ――――――

　        

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

当事業会計期間より、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

当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※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

              4,958百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

               4,466百万円

※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。

３　偶発債務

――――――

※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    16,200百万円

貸出実行残高      7,406百万円

差引額      8,794百万円

  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　偶発債務

　　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 ―

※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　偶発債務

　　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 ―

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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  37百万円 受取利息   34百万円 受取利息    70百万円

※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   35百万円 支払利息     48百万円 支払利息     98 百万円

※３　減価償却実施額 ※３　減価償却実施額 ※３　減価償却実施額

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       634百万円

無形固定資産        338百万円

有形固定資産      1,491百万円

無形固定資産        695百万円

※４　特別損失

――――――

※４　特別損失

　　  役員退職慰労引当金繰入額 376百万円

※４　特別損失

――――――
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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。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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 1,091 0 ― 1,091

合計 1,091 0 ― 1,091

（注）１.自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

前事業年度（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．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。

（リース取引関係）、（有価証券関係）　

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）

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前事業年度

（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  1,917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   2,045円 56銭

１株当たり中間純利益  114円 58銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しており

ません。　

１株当たり純資産額 2,020円 31銭

１株当たり当期純利益  445円 27銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
445円 16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19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(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）
2,475 1,099 4,293

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 2,475 1,099 4,293

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,687 9,597 9,642

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 5 ― 2

普通株式増加数（千株） 5 ― 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55千株) 

新株予約権２種類(新株予約権

による潜在株式の数49千株) 

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）

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前事業年度

（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20年10月17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)自己株式を取得する理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策

の遂行を可能とするため

(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

　　500,000株を上限とする。

　③取得価格の総数

　　1,000百万円を上限とする。

　④株式の取得期間

　　平成20年10月20日から平成20年11月20日

　⑤取得方法

　　東京証券取引所における市場買付け

　　　　　　──────

６．その他
該当事項はありません。 
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