
  

１．平成26年２月期第２四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年８月31日） 

  

(注) 当社は、平成25年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。このた

め、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。 

      

（２）連結財政状態 

(注)  当社は、平成25年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。このた

め、１株当たり純資産につきましては、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しておりま

す。 

  

２．配当の状況 

  

   ２． 当社は、平成25年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。こ

のため、25年２月期につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の金額を記載しております。 

  

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28日） 
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上場会社名 株式会社ガリバーインターナショナル 上場取引所  東 

コード番号 7599 ＵＲＬ  http://221616.com 

代表者 （役職名） 代表取締役会長 （氏名）羽鳥  兼市 
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四半期報告書提出予定日 平成25年10月15日 配当支払開始予定日 平成25年11月11日 

  
四半期決算補足説明資料作成の有無： 有        

四半期決算説明会開催の有無      ： 有     （アナリスト・機関投資家向け） 

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年２月期第２四半期  83,401  17.0  3,557  123.8  3,658  112.9  2,298  164.5
25年２月期第２四半期  71,299  1.4  1,589  △66.0  1,718  △63.2  868  △71.2

（注）包括利益 26年２月期第２四半期 2,307百万円 （165.0％）   25年２月期第２四半期 870百万円 （△71.1％） 

  
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 

26年２月期第２四半期  22.67  22.67
25年２月期第２四半期  8.57  8.57

  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 

26年２月期第２四半期  54,666  31,282  57.2  308.57
25年２月期  53,253  29,451  55.3  290.50

（参考）自己資本 26年２月期第２四半期 31,279百万円   25年２月期 29,447百万円 

  
年間配当金 

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 

25年２月期 －  41.00 －  47.00  88.00

26年２月期 －  5.00       

26年２月期（予想）     －  5.00  10.00

（注）１． 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無     

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期）

  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 145,000 1.1 5,800 14.2 5,800 10.4 3,300 10.7 32.56 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無     



※  注記事項 

新規        －社  （社名）                        、除外        －社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

   （注）詳細は添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見

   積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

 （注） 当社は、平成25年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。この 

    ため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中 

    平均株式数を記載しております。 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績予想当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、実績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。なお、

上記予想に関する事項は、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。   

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有     

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無   

③  会計上の見積りの変更                        ： 有   

④  修正再表示                                  ： 無   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年２月期２Ｑ 106,888,000株 25年２月期 106,888,000株 

②  期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 5,519,810株 25年２月期 5,519,770株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 101,368,210株 25年２月期２Ｑ 101,368,340株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるガリバー直営店の買取台数及び小売台数は、前年同期比プラスとなりました。前年

同期比で広告宣伝費を抑制する一方で、近年、強化を図ってきた従業員の人材育成の成果に加え、大型展示場WOW！ TOWN

やアウトレット店をはじめとする新規チャネルの展開が寄与したものです。 

  また、前期は新車を対象としたエコカー補助制度の影響を受けて、当社が中古車オークションを通して中古車業者に卸

売する際の収益性が低下する状況となりましたが、昨年９月にエコカー補助制度が終了したことにより、当期の収益性は

改善しました。 

  販売費及び一般管理費は、店舗数の増加に伴い増加しました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高83,401百万円（前年同期比17.0％増）、営業利益3,557百万

円（前年同期比123.8％増）、経常利益3,658百万円（前年同期比112.9％増）、四半期純利益2,298百万円（前年同期比

164.5％増）となりました。     

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

[資産の部] 

  当第２四半期連結会計期間末の資産の部合計は、54,666百万円（前期末比2.7％増）となりました。 

  流動資産は、商品や受取手形及び売掛金が減少した一方、現金及び預金や短期貸付金が増加したことなどにより、

36,962百万円（前期末比25.1％増）となりました。 

  固定資産は、長期貸付金が減少したことなどにより、17,703百万円（前期末比25.3％減）となりました。 

  なお、売掛金のうち5,988百万円は、連結子会社である株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービスにおける売掛金

（金融債権）になります。 

[負債の部] 

  当第２四半期連結会計期間末の負債の部合計は、23,383百万円（前期末比1.8％減）となりました。  

  流動負債は、買掛金が減少したことなどにより、17,039百万円（前期末比1.8％減）となりました。  

  固定負債は、6,343百万円（前期末比1.6％減）となりました。 

[純資産の部] 

  当第２四半期連結会計期間末の純資産の部合計は、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加などにより31,282百万

円（前期末比6.2％増）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成26年２月期の連結業績予想は、平成25年７月11日に公表しました「平成26年２月期 第１四半期決算短信〔日本基

準〕（連結）」に記載した数値から修正はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はございません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はございません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

該当事項はございません。   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,863 12,167 

受取手形及び売掛金 9,614 8,383 

商品 10,380 7,594 

短期貸付金 777 6,564 

繰延税金資産 965 1,120 

その他 1,014 1,192 

貸倒引当金 △61 △60 

流動資産合計 29,555 36,962 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,757 14,073 

減価償却累計額 △4,937 △5,251 

建物及び構築物（純額） 8,820 8,822 

車両運搬具 232 231 

減価償却累計額 △156 △173 

車両運搬具（純額） 76 57 

工具、器具及び備品 2,379 2,515 

減価償却累計額 △1,925 △1,987 

工具、器具及び備品（純額） 454 527 

土地 218 218 

建設仮勘定 40 231 

有形固定資産合計 9,609 9,857 

無形固定資産   

ソフトウエア 926 889 

その他 16 16 

無形固定資産合計 942 905 

投資その他の資産   

投資有価証券 14 14 

関係会社株式 361 400 

長期貸付金 6,558 151 

敷金及び保証金 3,065 3,185 

建設協力金 2,758 2,728 

繰延税金資産 249 247 

その他 250 275 

貸倒引当金 △111 △62 

投資その他の資産合計 13,146 6,940 

固定資産合計 23,698 17,703 

資産合計 53,253 54,666 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,439 2,482 

短期借入金 5,000 5,000 

未払金 1,829 1,725 

未払法人税等 579 1,596 

預り金 264 276 

賞与引当金 464 536 

商品保証引当金 1,508 1,702 

その他 4,270 3,719 

流動負債合計 17,357 17,039 

固定負債   

長期借入金 4,000 4,000 

長期預り保証金 772 735 

役員退職慰労引当金 493 457 

資産除去債務 1,129 1,151 

関係会社事業損失引当金 50 － 

固定負債合計 6,445 6,343 

負債合計 23,802 23,383 

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 25,171 26,993 

自己株式 △3,975 △3,975 

株主資本合計 29,385 31,206 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 62 72 

その他の包括利益累計額合計 62 72 

新株予約権 3 3 

純資産合計 29,451 31,282 

負債純資産合計 53,253 54,666 
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

売上高 71,299 83,401 

売上原価 55,636 65,637 

売上総利益 15,663 17,763 

販売費及び一般管理費 14,073 14,206 

営業利益 1,589 3,557 

営業外収益   

受取利息 64 56 

為替差益 0 10 

貸倒引当金戻入額 － 52 

受取保険金 63 5 

その他 57 27 

営業外収益合計 187 152 

営業外費用   

支払利息 54 42 

その他 4 8 

営業外費用合計 58 51 

経常利益 1,718 3,658 

特別利益   

関係会社事業損失引当金戻入額 － 50 

特別利益合計 － 50 

特別損失   

固定資産除却損 45 28 

貸倒引当金繰入額 64 － 

その他 10 － 

特別損失合計 120 28 

税金等調整前四半期純利益 1,597 3,679 

法人税、住民税及び事業税 701 1,535 

法人税等調整額 27 △153 

法人税等合計 728 1,381 

少数株主損益調整前四半期純利益 868 2,298 

四半期純利益 868 2,298 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 868 2,298 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 1 9 

その他の包括利益合計 1 9 

四半期包括利益 870 2,307 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 870 2,307 
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31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 1,597 3,679 

減価償却費 554 601 

のれん償却額 5 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 54 △51 

賞与引当金の増減額（△は減少） 69 71 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 △35 

商品保証引当金の増減額（△は減少） 419 193 

受取利息及び受取配当金 △65 △56 

支払利息 54 42 

為替差損益（△は益） △1 △10 

固定資産除却損 45 28 

売上債権の増減額（△は増加） 1,155 415 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,496 2,745 

未払消費税等の増減額（△は減少） 261 369 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,097 △960 

その他 △326 △556 

小計 6,240 6,477 

利息及び配当金の受取額 346 56 

利息の支払額 △54 △42 

法人税等の支払額 △2,365 △505 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,167 5,985 

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 △1,126 △541 

無形固定資産の取得による支出 △210 △137 

資産除去債務の履行による支出 － △6 

関係会社株式の取得による支出 － △31 

貸付けによる支出 △25 △20 

貸付金の回収による収入 583 639 

敷金及び保証金の差入による支出 △101 △167 

敷金及び保証金の回収による収入 33 48 

建設協力金の支払による支出 △40 △113 

建設協力金の回収による収入 123 118 

定期預金の払戻による収入 500 － 

その他 △7 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △271 △212 

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） － 5,000 

長期借入金の返済による支出 △2,000 △5,000 

配当金の支払額 △415 △475 

その他 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,415 △475 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,482 5,303 

現金及び現金同等物の期首残高 7,945 6,836 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,428 12,140 
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  該当事項はございません。   

   

   

  該当事項はございません。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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