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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期

第３四半期連結
累計期間

第22期
第３四半期連結

累計期間
第21期

会計期間

自平成26年
　３月１日
至平成26年
　11月30日

自平成27年
　３月１日
至平成27年
　11月30日

自平成26年
　３月１日
至平成27年
　２月28日

売上高 （百万円） 117,623 152,082 155,681

経常利益 （百万円） 4,665 6,856 5,345

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,765 4,221 3,286

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,775 4,244 3,314

純資産額 （百万円） 34,089 37,613 34,629

総資産額 （百万円） 50,945 88,702 57,153

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 27.28 41.63 32.42

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 27.27 － 32.41

自己資本比率 （％） 66.9 42.1 60.6

 

回次
第21期

第３四半期連結
会計期間

第22期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成26年
　９月１日
至平成26年
　11月30日

自平成27年
　９月１日
至平成27年
　11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 11.04 16.35

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。

　　　　３．第22期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　なお、主要な関係会社における異動は次の通りです。

　当社の100％出資子会社であるGulliver Australia Holdings Pty Ltdが、西オーストラリアにおいて新車・中古車

の販売事業を営んでいるBuick Holdings Pty Ltdの株式を取得しました。これに伴い、当第３四半期連結会計期間か

らGulliver Australia Holdings Pty LtdとBuick Holdings Pty Ltd及びその子会社３社を連結の範囲に含めており

ます。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

（Buick Holdings Pty Ltd の株式の取得（子会社化）に関する株式譲渡契約締結）

当社は、平成27年７月13日開催の取締役会において、当社の100％出資子会社であるGulliver Australia

Holdings Pty LtdがBuick Holdings Pty Ltd の株式を67.0％取得して、子会社化することを決議し、同日付で株式

譲渡契約を締結いたしました。なお、平成27年９月16日付で株式取得を完了しBuick Holdings Pty Ltd は子会社と

なっております。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成27年３月１日～平成27年11月30日）における全直営店の小売台数は、展示販売店

舗（WOW!TOWN、アウトレット、LIBERALA、SNAP HOUSE、ミニクルなど）の小売台数が、引き続き堅調に推移している

ことから、52,426台と前年同期比33.4％増加となりました。

販売費及び一般管理費は、主に展示販売店舗の増加に伴う店舗運営費用が増加しました。

また、当社の 100％出資子会社 Gulliver Australia Holdings Pty Ltdと平成27年９月に発行済株式の67.0％を取

得したBuick Holdings Pty Ltd及びその子会社３社を新たに連結子会社としております。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高152,082百万円（前年同期比29.3％増）、営業利益6,599

百万円（前年同期比42.6％増）、経常利益6,856百万円（前年同期比47.0％増）、四半期純利益4,221百万円（前年同

期比52.7％増）となりました。

 

(2）財政状態の状況

[資産の部]

当第３四半期連結会計期間末の資産の部合計は、88,702百万円（前期末比55.2％増）となりました。

流動資産は、現金及び預金が増加（前期末比7,758百万円増）したことや、商品が増加（前期末比8,594百万円増）

したことなどにより、46,271百万円（前期末比57.4％増）となりました。

固定資産は建物及び構築物が増加（前期末比2,382百万円増）したこと及びのれんが増加（前期末比10,299百万円

増）したことなどにより、42,430百万円（前期末比52.9％増）となりました。

[負債の部]

当第３四半期連結会計期間末の負債の部合計は、51,088百万円（前期末比126.8％増）となりました。

流動負債は、買掛金が増加（前期末比7,885百万円増）したことや、未払法人税等が増加（前期末比1,829百万円

増）したことなどにより、24,695百万円（前期末比24.4％増）となりました。

固定負債は、長期借入金が増加（前期末比22,845百万円増）したことなどにより、26,393百万円（前期末比

886.3％増）となりました。

[純資産の部]

当第３四半期連結会計期間末の純資産の部合計は、利益剰余金が増加（前期末比2,700百万円増）したこと及び少

数株主持分が増加（前期末比294百万円増）したことなどにより、37,613百万円（前期末比8.6％増）となりました。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年１月14日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 106,888,000 106,888,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

　　　　　100株

計 　106,888,000 106,888,000 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成27年９月１日～

平成27年11月30日
― 106,888 ― 4,157 ― 4,032

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ガリバーインターナショナル(E02892)

四半期報告書

 4/16



（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成27年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成27年８月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  5,480,300
－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 101,380,400 1,013,804 同上

単元未満株式 普通株式     27,300 － 同上

発行済株式総数 106,888,000 － －

総株主の議決権 － 1,013,804 －

 

②【自己株式等】

平成27年８月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

株式会社ガリバー

インターナショナ

ル

東京都千代田区丸

の内二丁目７番３

号東京ビルディン

グ

5,480,300 － 5,480,300 5.13

計 － 5,480,300 － 5,480,300 5.13

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年９月１日から平

成27年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けております。

EDINET提出書類

株式会社ガリバーインターナショナル(E02892)

四半期報告書

 6/16



１【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）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,897 12,656

受取手形及び売掛金 4,619 4,464

商品 17,020 25,614

繰延税金資産 801 1,037

その他 2,114 2,565

貸倒引当金 △49 △66

流動資産合計 29,402 46,271

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,622 24,855

減価償却累計額 △6,571 △8,422

建物及び構築物（純額） 14,051 16,433

車両運搬具 571 455

減価償却累計額 △104 △158

車両運搬具（純額） 466 297

工具、器具及び備品 3,155 3,746

減価償却累計額 △2,414 △2,737

工具、器具及び備品（純額） 741 1,008

土地 218 218

建設仮勘定 649 714

有形固定資産合計 16,126 18,672

無形固定資産   

ソフトウエア 1,332 1,825

のれん 1,997 12,296

その他 19 19

無形固定資産合計 3,349 14,141

投資その他の資産   

投資有価証券 0 21

関係会社株式 71 76

長期貸付金 124 264

敷金及び保証金 4,034 4,449

建設協力金 3,472 4,123

繰延税金資産 268 302

その他 381 458

貸倒引当金 △78 △79

投資その他の資産合計 8,274 9,616

固定資産合計 27,750 42,430

資産合計 57,153 88,702
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,100 12,985

短期借入金 150 －

1年内返済予定の長期借入金 4,647 79

1年内償還予定の社債 495 －

未払金 2,203 2,139

未払法人税等 242 2,072

前受金 2,951 1,909

預り金 479 439

賞与引当金 436 113

商品保証引当金 1,276 1,066

その他 1,864 3,888

流動負債合計 19,847 24,695

固定負債   

長期借入金 43 22,888

長期預り保証金 690 635

役員退職慰労引当金 507 532

資産除去債務 1,435 1,580

その他 － 756

固定負債合計 2,676 26,393

負債合計 22,523 51,088

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 30,278 32,979

自己株式 △3,947 △3,947

株主資本合計 34,521 37,221

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 108 97

その他の包括利益累計額合計 108 97

少数株主持分 － 294

純資産合計 34,629 37,613

負債純資産合計 57,153 88,702
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【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）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

売上高 117,623 152,082

売上原価 88,374 114,756

売上総利益 29,248 37,325

販売費及び一般管理費 ※ 24,621 ※ 30,725

営業利益 4,626 6,599

営業外収益   

受取利息 12 26

受取補償金 12 －

為替差益 3 314

受取保険金 12 －

保険解約返戻金 － 11

その他 30 70

営業外収益合計 72 421

営業外費用   

支払利息 30 119

貸倒引当金繰入額 0 0

消費税差額 － 15

その他 2 29

営業外費用合計 34 165

経常利益 4,665 6,856

特別利益   

子会社清算益 － 3

その他 0 0

特別利益合計 0 3

特別損失   

固定資産除却損 112 55

賃貸契約解約違約金 24 －

その他 7 0

特別損失合計 144 55

税金等調整前四半期純利益 4,522 6,804

法人税、住民税及び事業税 1,534 2,677

法人税等調整額 222 △120

法人税等合計 1,756 2,556

少数株主損益調整前四半期純利益 2,765 4,247

少数株主利益 － 26

四半期純利益 2,765 4,221
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,765 4,247

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 10 △3

その他の包括利益合計 10 △3

四半期包括利益 2,775 4,244

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,775 4,210

少数株主に係る四半期包括利益 - 33
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）

（１）連結の範囲の重要な変更

　　　第３四半期連結会計期間から、当社の100％出資子会社であるGulliver Australia Holdings Pty Ltdが

　　Buick Holdings Pty Ltd の株式を67.0％取得したことにより、Gulliver Australia Holdings Pty Ltdと

　　Buick Holdings Pty Ltd及びその子会社３社を連結の範囲に含めております。

　　　なお、当第３四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える見込みで

　　す。当該連結範囲の変更による影響は、連結貸借対照表における総資産及び総負債の増加、連結損益計算書

　　における売上高等の増加であります。

 

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

　　　該当事項はありません

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日

　　至　平成26年11月30日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日

　　至　平成27年11月30日）

広告宣伝費 4,037百万円 4,524百万円

業務委託料 1,037 1,233

給料手当 6,545 8,301

賞与引当金繰入額 66 69

減価償却費 1,150 1,663

地代家賃 4,029 4,978

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成26年３月１日

　 至　平成26年11月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成27年３月１日

　 至　平成27年11月30日）

減価償却費 1,150百万円 1,663百万円

のれんの償却額 6 150
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年11月30日）

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  配当の原資

平成26年５月29日

定時株主総会
普通株式 810 8.00 平成26年２月28日 平成26年５月30日 利益剰余金

平成26年10月10日

取締役会
普通株式 760 7.50 平成26年８月31日 平成26年11月10日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

　末日後となるもの

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年11月30日）

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  配当の原資

平成27年５月28日

定時株主総会
普通株式 760 7.50 平成27年２月28日 平成27年５月29日 利益剰余金

平成27年10月13日

取締役会
普通株式 760 7.50 平成27年８月31日 平成27年11月９日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

　末日後となるもの

　　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成27年３月１日　至　平成27年11月30日）

当社グループの事業区分は中古車販売事業及びこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

なお、中古車販売事業におきましては、新車販売も行っております。
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（企業結合等関係）

取得による企業結合

（Buick Holdings Pty Ltd株式取得による子会社化）

(1) 企業結合の概要

①　被取得企業の名称及びその事業の内容

　　被取得企業の名称　Buick Holdings Pty Ltd

　　事業内容　　　　　西オーストラリアにおける新車・中古車の販売及び関連事業

②　企業結合を行った主な理由

　　当社の海外事業を加速度的に成長させるものと判断したため

③　企業結合日

　　平成27年９月16日

　　平成27年９月30日（みなし取得日）

④　企業結合の法的形式

　　現金による株式の取得

⑤　結合後企業の名称

　　結合後の企業の名称に変更はありません。

⑥　取得した議決権比率

　　67.0％

⑦　取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の100%出資子会社であるGulliver Australia Holdings Pty Ltdによる現金を対価とする株式取得に

より、Buick Holdings Pty Ltdの発行済株式の67%を取得したためであります。

(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び包括利益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　　みなし取得日を平成27年９月30日としているため、被取得企業の業績は、平成27年10月１日から平成27年11

　月30日までの業績が含まれております。

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

　　取得の対価　　　　　　　　現金　　　　　　　　　　　10,348百万円

　　取得に直接要した費用　　　アドバイザリー費用　　　　　 388百万円

　　取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,737百万円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　①　発生したのれんの金額

　　　10,207百万円

　　　なお、のれんの金額は、当第３四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫

　　定的に算定された金額であります。

　②　発生原因

Buick Holdings Pty Ltdの当社グループ加入後に期待される超過収益力が主な発生原因であります。

　③　償却方法及び償却期間

　　　20年以内のその効果が及ぶ期間での均等償却
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年11月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 27円28銭 41円63銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 2,765 4,221

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 2,765 4,221

普通株式の期中平均株式数（千株） 101,385 101,407

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 27円27銭 －

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 10 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）当第3四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日）の潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

２【その他】

 平成27年10月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………760百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………７円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成27年11月９日

 （注） 平成27年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
      該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年１月13日

株式会社ガリバーインターナショナル

取締役会　御中

 

優成監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　善孝　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小野　　潤　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中田　　啓　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ガリバー

インターナショナルの平成27年3月1日から平成28年2月29日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年9月

1日から平成27年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年3月1日から平成27年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ガリバーインターナショナル及び連結子会社の平成27年11月

30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 (注)１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

        提出会社)が別途保管しております。

　 　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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