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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第3四半期 116,309 ― 6,927 ― 6,650 ― 3,019 ―

21年2月期第3四半期 131,162 △5.3 3,703 △50.5 3,486 △53.3 1,242 △70.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第3四半期 331.94 ―

21年2月期第3四半期 130.14 ―

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

22年2月期第3四半期 65,570 18,820 28.7 2,068.80
21年2月期 58,773 15,836 26.9 1,704.02

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  18,820百万円 21年2月期  15,829百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 41.00 ― 0.00 41.00
22年2月期 ― 38.00 ―

22年2月期 
（予想）

38.00 76.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 150,000 △8.4 8,000 104.8 7,700 192.2 3,400 ― 373.75
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により上記業績予想とは異なることがあります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 10,688,800株 21年2月期  10,688,800株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  1,591,736株 21年2月期  1,591,730株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期  9,097,067株 21年2月期第3四半期  9,597,077株
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     当第３四半期連結累計期間（以下、「当第３四半期」）の売上高は、前年同期比11.3%減となりました。売上高が減

少した主な要因は、ガリバー直営店における買取台数の減少及び連結子会社・株式会社ジー・トレーディングの売上

高の減少です。 

    売上高は減少しましたが、営業利益は前年同期比87.0%増となりました。要因としましては、新サービスの展開やプ

ロモーション活動など一連の強化施策が功を奏した結果、小売台数が約31,000台（前年同期比51％増）となったこと

が挙げられます。一般消費者への小売りは中古車オークションを通して中古車事業者に販売する卸売りよりも利益率

が高く、当社の利益率の向上に大きく寄与しております。 

    また、コスト削減に取り組んだことにより販売費及び一般管理費が前年同期と比べて減少したことも、営業利益が

増加した要因として挙げられます。ただし、広告宣伝費は小売強化に関連したプロモーション活動を増加させたた

め、前年同期比で増加しております。 

     その他に、営業外費用に連結子会社・株式会社ジー・トレーディングにおいて発生した為替差損262百万円を計上し

ております。また、固定資産除却損660百万円など特別損失1,192百万円を計上しております。 

    以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高116,309百万円（前年同期比11.3%減）、営業利益6,927百万円（前年同

期比87.0%増）、経常利益6,650百万円（前年同期比90.8%増）、四半期純利益3,019百万円（前年同期比143.0%増）と

なりました。  

    セグメント別の業績は次のとおりです。 

 ［中古車販売事業］ 

    当事業の売上高は、前記のとおり、ガリバー直営店における買取台数の減少及び連結子会社・株式会社ジー・トレ

ーディングの減収によって減少しました。 

    売上高は減少しましたが、中古車販売事業の営業利益は前年同期比41.3%増となりました。これは、小売台数が約

31,000台（前年同期比51％増）と引き続き好調に推移したことや、コスト削減に取り組んだことにより販売費及び一

般管理費が前年同期と比べて減少したことが主な要因です。 

    なお、11月末におけるガリバー直営店の店舗数は、285店舗（前年同期末比22店舗純減、前期末比23店舗純減）とな

りました。 

     結果として、売上高は107,329百万円と前年同期比15,127百万円（12.4%）減となり、営業利益は7,924百万円と前年

同期比2,316百万円（41.3%）増となりました。  

 ［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、ガリバー直営店における小売台数の伸びに比例

してオートローン件数が増加したことにより、売上高が増加しました。一方、業容の拡大に伴って人件費や支払手数

料等が増加した結果、販売費及び一般管理費は増加しました。なお、オートローン件数の増加に伴い、金融事業にお

ける売掛金が、29,382百万円と前期末と比べ11,019百万円（60.0％）増となりました。 

    結果として、売上高は6,139百万円と前年同期比1,456百万円（31.1%）増となり、営業利益は757百万円と前年同期

比510百万円（206.6%）増となりました。  

 ［その他の事業］ 

     11月末におけるガリバー加盟店の店舗数は、127店舗（前年同期末比18店舗純減、前期末比18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。また、陸送事業を行う連結子会社・株式会社ハコボーの売上高が

減少しました。 

    結果として、売上高は7,376百万円と前年同期比896百万円（10.8%）減となり、営業利益は1,658百万円と前年同期

比353百万円（17.6%）減となりました。  

     なお、文中の前年同期比は適用される会計基準が異なるため、参考情報として記載しております。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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 [資産の部] 

   当四半期末の資産の部合計は、65,570百万円(前期末比11.6%増)となりました。 

   流動資産は、売上債権が増加した一方、現金及び預金が減少したことなどにより47,312百万円(前期末比17.7%増)と

なりました。 

   固定資産は、ガリバー直営店舗の出店を抑制するなど、設備投資が減少したことなどから、18,257百万円(前期末比

1.7%減)となりました。 

  

 [負債の部] 

   当四半期末の負債の部合計は、46,750百万円(前期末比8.9%増)となりました。 

   流動負債は、短期借入金の返済などにより、40,144百万円(前期末比1.8%減)となりました。 

    固定負債は、長期借入金が増加したことなどにより、6,605百万円(前期末比218.4%増)となりました。 

  

[純資産の部] 

当四半期末の純資産の部合計は、四半期純利益に伴う利益剰余金の増加などにより18,820百万円(前期末比18.8%増)

となりました。 

  

  通期の業績予想につきましては、平成21年9月29日に公表いたしました業績予想から変更はありません。  

  

 該当事項はありません。  

   

①簡便な会計処理  

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定

しております。 

・棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性

の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行っております。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法により算定しております。 

・連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と

債務を相殺消去しております。 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法等により相

殺消去しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが当第１四半期連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算定しております。 

 なお、この変更に伴う影響は軽微であります。 

（３）四半期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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,823 4,215 

受取手形及び売掛金 32,816 23,296 

商品 8,396 8,111 

営業貸付金 2,373 2,287 

繰延税金資産 872 456 

その他 2,419 2,784 

貸倒引当金 △1,388 △951 

流動資産合計 47,312 40,202 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,576 11,011 

減価償却累計額 △3,374 △3,241 

建物及び構築物（純額） 7,201 7,770 

車両運搬具 148 53 

減価償却累計額 △48 △39 

車両運搬具（純額） 99 13 

工具、器具及び備品 3,063 3,204 

減価償却累計額 △1,964 △2,039 

工具、器具及び備品（純額） 1,099 1,164 

土地 409 409 

建設仮勘定 3 164 

有形固定資産合計 8,814 9,522 

無形固定資産   

のれん 55 77 

ソフトウエア 1,684 1,545 

その他 19 72 

無形固定資産合計 1,758 1,695 

投資その他の資産   

投資有価証券 57 118 

関係会社株式 959 150 

長期貸付金 375 158 

敷金及び保証金 3,155 3,953 

建設協力金 3,022 2,530 

繰延税金資産 349 434 

その他 338 406 

貸倒引当金 △574 △400 

投資その他の資産合計 7,684 7,352 

固定資産合計 18,257 18,571 

資産合計 65,570 58,773 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,372 2,993 

短期借入金 25,683 28,643 

未払金 2,589 3,259 

未払法人税等 1,887 567 

預り金 442 166 

賞与引当金 85 559 

製品保証引当金 493 354 

事業整理損失引当金 22 － 

その他 5,567 4,317 

流動負債合計 40,144 40,862 

固定負債   

長期借入金 5,045 624 

長期預り保証金 879 874 

役員退職慰労引当金 454 425 

負ののれん 110 138 

関係会社事業損失引当金 109 － 

その他 6 11 

固定負債合計 6,605 2,074 

負債合計 46,750 42,937 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,157 4,157 

資本剰余金 4,032 4,032 

利益剰余金 21,538 18,768 

自己株式 △11,465 △11,465 

株主資本合計 18,262 15,492 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 △8 

為替換算調整勘定 550 345 

評価・換算差額等合計 557 336 

新株予約権 － 4 

少数株主持分 － 2 

純資産合計 18,820 15,836 

負債純資産合計 65,570 58,773 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 116,309 

売上原価 83,558 

売上総利益 32,751 

販売費及び一般管理費 25,824 

営業利益 6,927 

営業外収益  

受取利息 6 

受取手数料 8 

負ののれん償却額 28 

その他 84 

営業外収益合計 126 

営業外費用  

支払利息 104 

為替差損 266 

その他 32 

営業外費用合計 403 

経常利益 6,650 

特別利益  

前期損益修正益 73 

投資有価証券売却益 66 

貸倒引当金戻入額 18 

その他 41 

特別利益合計 200 

特別損失  

前期損益修正損 381 

固定資産除却損 660 

事業整理損 72 

その他 78 

特別損失合計 1,192 

税金等調整前四半期純利益 5,658 

法人税、住民税及び事業税 2,975 

法人税等調整額 △340 

法人税等合計 2,635 

少数株主利益 3 

四半期純利益 3,019 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成21年11月30日) 

売上高 40,505 

売上原価 30,127 

売上総利益 10,377 

販売費及び一般管理費 8,710 

営業利益 1,667 

営業外収益  

受取利息 1 

受取手数料 1 

負ののれん償却額 9 

その他 18 

営業外収益合計 31 

営業外費用  

支払利息 30 

為替差損 29 

その他 12 

営業外費用合計 71 

経常利益 1,627 

特別利益  

前期損益修正益 39 

投資有価証券売却益 44 

貸倒引当金戻入額 3 

その他 15 

特別利益合計 102 

特別損失  

前期損益修正損 46 

固定資産除却損 188 

事業整理損 6 

その他 28 

特別損失合計 269 

税金等調整前四半期純利益 1,459 

法人税、住民税及び事業税 855 

法人税等調整額 △145 

法人税等合計 710 

少数株主利益 0 

四半期純利益 748 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 5,658 

減価償却費 1,264 

のれん償却額 20 

負ののれん償却額 △28 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162 

賞与引当金の増減額（△は減少） △472 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 139 

受取利息及び受取配当金 △6 

支払利息 104 

為替差損益（△は益） 266 

固定資産除却損 660 

売上債権の増減額（△は増加） △10,130 

たな卸資産の増減額（△は増加） △346 

営業貸付金の増減額（△は増加） 127 

未払消費税等の増減額（△は減少） 120 

仕入債務の増減額（△は減少） 254 

未払費用の増減額（△は減少） 792 

その他 1,433 

小計 48 

利息及び配当金の受取額 5 

利息の支払額 △99 

法人税等の支払額 △1,669 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,713 

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 △537 

無形固定資産の取得による支出 △726 

投資有価証券の取得による支出 △14 

投資有価証券の売却による収入 167 

敷金及び保証金の差入による支出 △63 

敷金及び保証金の回収による収入 138 

建設協力金の支払による支出 △179 

建設協力金の回収による収入 159 

その他 16 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,039 

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（△は減少） 383 

長期借入れによる収入 5,000 

長期借入金の返済による支出 △3,929 

配当金の支払額 △332 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,121 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,630 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 4,215 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △761 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,823 
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

  

（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 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 105,948 5,034 5,325  116,309 －  116,309 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,380 1,104 2,050 4,535 △4,535  － 

計 107,329 6,139 7,376 120,845 △4,535 116,309 

営業利益 7,924 757 1,658 10,340 △3,412 6,927 

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 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 

第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  131,162

Ⅱ 売上原価  100,274

売上総利益  30,888

Ⅲ 販売費及び一般管理費  27,184

営業利益  3,703

Ⅳ 営業外収益  160

Ⅴ 営業外費用  377

経常利益  3,486

Ⅵ 特別利益  62

Ⅶ 特別損失  945

税金等調整前四半期純利益  2,603

法人税、住民税及び事業税  2,020

法人税等調整額   △475

少数株主利益   △183

四半期純利益  1,242
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期純利益  2,603

 減価償却費   1,726

 賞与引当金の増減額  588

 貸倒引当金の増減額  117

 受取利息及び受取配当金   △15

 支払利息   130

 固定資産除売却損  116

 売上債権の増減額  △6,993

 たな卸資産の増減額   △1,043

 仕入債務の増減額   303

 営業貸付金の増減額   △245

 未払消費税等の増減額   38

 その他   7

小計  △2,667

 利息及び配当金の受取額   15

 利息の支払額  △130

 法人税等の支払額  △3,003

営業活動によるキャッシュ・フロー  △5,785

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の預入による支出   △300

 有形固定資産の取得による支出  △1,590

 有形固定資産の売却による収入  192

 無形固定資産の取得による支出   △175

 関係会社株式の取得による支出  △50

 貸付けによる支出  △3

 貸付金の回収による収入  2

  敷金・保証金の増減額  207

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,718

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  9,070

  長期借入金返済による支出  △387

  長期借入による収入  100

  自己株式の取得による支出  △787

 配当金の支払による支出  △1,228

 少数株主に対する配当金支払による支出  △5

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,761

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △78

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △742

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,639

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,817
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90%を超えているため記載を省略しております。  

  

前第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日～11月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 121,504   3,658  6,090  131,254 ―  131,254

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 952  1,024  2,182  4,158 (4,158) ― 

計  122,456  4,683  8,273  135,413 (4,158)  131,254

営業費用  116,848  4,436  6,260  127,545 4  127,550

営業利益  5,607  247  2,012  7,867 (4,163)  3,703

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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