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2016年7月15日
株式会社ガリバーインターナショナルは

　　　　　　　　へ
社名を変更しました。

株主の皆様へTo Our Shareholders

　当社は、7月15日に社名をIDOMに変更しました。社
名変更の理由と想いを、社長の羽鳥由宇介から株主の皆
様にお伝えします。

　1994年に車の買取専門店「ガリバー」単一ブランド
で創業した当社ですが、今は多数のチャネルを持つよう
になりました。低価格車両の「アウトレット」、ファミ
リーカーの「スナップハウス」、軽自動車の「ミニクル」、
輸入車の「リベラーラ」、ショッピングモールへ出店する

「HUNT」などです。更には、新車ディーラーの経営もス
タートし、また、海外事業はオーストラリアをはじめ4
カ国で展開をしています。こうした状況のなか、統括企
業としての位置付けを明確にすべく、社名を変更する決
断をしました。

　IDOMという社名の由来は、日本語の「挑む（いどむ）」
です。これまでも、当社経営陣・従業員は、日々仕事の
なかで「常に挑戦する」姿勢の大切さを体感してきまし
た。このことは、普遍的に大切にすべき共通の行動指針
であると考えています。
　当社は今、企業として再成長期をむかえています。未
来に向かって、自動車流通業界の変革に挑戦する、「挑
む」という想いを込めました。会社が次のステージに向
かうという強いメッセージです。これからは、グローバ
ル展開も加速していきます。「挑む」という日本語が、海
外でも“IDOM”として使われるくらいに定着する姿を
目指したいと思っています。
　なお、店舗で使用しているブランド名としての「ガリ
バー」は、今後も変わらず使用していきます。

IDOMが展開するブランド

複数ブランドを用い
中古車小売事業を拡大するとともに、
幅広いニーズに対応した店舗づくり、
サービス創造に取り組んでまいります。
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Q1. なぜ今、社名を変更したのですか？

Q2. 新社名 IDOM に込めた想いとは？

証券コード：7599



展示販売店舗を中心として全国に続々とオープン！
アウトレット店

高級外車・外車専門店

ミニバン専門店

12号岩見沢店 仙台港店 富士宮店 佐賀環状東通り店 藤枝店 13号横手店 長崎時津店
北海道岩見沢市日の出町8-21
 0120-951-427

宮城県仙台市宮城野区中野2-2-1
 0120-901-891

静岡県富士宮市万野原新田3752-1
 0120-938-801

佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島576-44
 0120-965-295

静岡県藤枝市南新屋435
 0120-965-313 

秋田県横手市安田字越廻31-1
 0120-964-295

長崎県西彼杵郡時津町日並郷2195番地14
 0120-964-375 

4号花巻店 草津店 ひたちなか店 小松店 土浦荒川沖店 茂原店 7号酒田店
岩手県花巻市西宮野目第5地割494-3
 0120-964-364 

滋賀県草津市木川町322-1
 0120-941-635

茨城県ひたちなか市馬渡2761-1
 0120-941-908

石川県小松市日の出町4-53-1
 0120-941-907

茨城県土浦市荒川沖西1-13-10
 0120-941-551

千葉県茂原市腰当885
 0120-941-906 

山形県酒田市東大町2-34-10
 0120-938-849

4号盛岡店 10号延岡店 甲府バイパス店 宮崎北バイパス店 36号苫小牧店 38号釧路店 1号豊橋店
岩手県盛岡市東仙北2-13-40
 0120-901-384

宮崎県延岡市塩浜町1-1537-15
 0120-934-281 

山梨県甲府市上阿原町506 
 0120-901-642

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛1032-7
 0120-901-892 

北海道苫小牧市日の出町2-12-22
 0120-953-798 

北海道釧路市鳥取大通5-15-15
 0120-689-891 

愛知県豊橋市下地町字門3-1
 0120-953-971

HUNTモレラ岐阜 HUNTイオンモール今治新都市 LIBERALA岐阜 LIBERALA熊本
岐阜県本巣市三橋1100　モレラ岐阜1階 
 0120-965-065 

愛媛県今治市にぎわい広場1-1
 0120-965-304 

岐阜県岐阜市近島5-3-12
 0120-965-274 

熊本県熊本市中央区世安町322-1
 0120-964-248 

新規出店についてNew Shops

軽自動車専門店

ショッピングモール



　当第２四半期連結累計期間（2016年３月１日～2016年
８月31日）における全直営店の小売台数は、45,421台と
前年同期比33.5％増となりました。展示販売店舗の店舗数
及び店舗あたりの取扱台数の増加が寄与しました。
　一方、新車市場の低迷が続く環境のなかで、全直営店の
買取台数は前年同期並みとなりました。来店客数に減少傾
向が見られ、その対応としてインターネットを中心とした
広告宣伝費を増加させました。
　販売費及び一般管理費は、広告宣伝費、採用人数増加に
伴う人件費、展示販売店舗の増加に伴う店舗運営費用など
が増加しました。
　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上
高124,244百万円（前年同期比30.8％増）、営業利益
2,172百万円（前年同期比46.8％減）、経常利益2,020
百万円（前年同期比50.0％減）、親会社株主に帰属する四
半期純利益1,102百万円（前年同期比57.0％減）となり
ました。

連結貸借対照表（要約） 連結損益計算書（要約）（単位：百万円） （単位：百万円）

科　目 前会計年度末
2016年2月29日

当第2四半期末
2016年8月31日

資産の部
流動資産 49,074 60,586

現金及び預金 9,149 20,058
受取手形及び売掛金 5,192 4,192
商品 31,848 32,812
繰延税金資産 778 797
その他 2,159 2,782
貸倒引当金 △54 △56

固定資産 45,136 47,167
有形固定資産 19,743 20,687
無形固定資産 15,513 15,735
投資その他の資産 9,879 10,744

資産合計 94,211 107,754
負債の部
流動負債 28,600 24,595

買掛金 14,102 12,320
短期借入金 2,045 24
その他 12,453 12,251

固定負債 27,365 44,879
長期借入金 22,851 40,802
長期預り保証金 651 575
その他 3,863 3,502

負債合計 55,965 69,474
純資産の部
株主資本 37,111 37,706

資本金 4,157 4,157
資本剰余金 4,032 4,032
利益剰余金 32,869 33,464
自己株式 △3,947 △3,947

その他の包括利益累計額 1 △454
為替換算調整勘定 1 △454

非支配株主持分 1,131 1,027
純資産合計 38,245 38,279
負債純資産合計 94,211 107,754

科　目
前第2四半期累計

自 2015年3月  1日
至 2015年8月31日

当第2四半期累計
自 2016年3月  1日
至 2016年8月31日

売上高 95,024 124,244

売上原価 71,573 94,539

売上総利益 23,450 29,704

販売費及び一般管理費 19,371 27,532

営業利益 4,079 2,172

営業外収益 55 163

営業外費用 90 315

経常利益 4,043 2,020

特別利益 3 11

特別損失 25 242

税金等調整前四半期純利益 4,021 1,789

法人税、住民税及び事業税 1,461 820

法人税等調整額 △3 △82

四半期純利益 2,563 1,051

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） — △51

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,563 1,102

連結キャッシュ・フロー計算書（要約） （単位：百万円）

科　目
前第2四半期累計

自 2015年3月  1日
至 2015年8月31日

当第2四半期累計
自 2016年3月  1日
至 2016年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,009 389

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,069 △4,793

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,938 15,354

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △41

現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 7,878 10,909

現金及び現金同等物の期首残高 4,863 9,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,741 20,031

財務情報の詳細は当社webサイトIR情報をご覧下さい。
http://221616.com/idom/investor/library

2017年2月期第2四半期の決算概要

2017年2月期第2四半期 決算ハイライトFinancial Data

15年2月期
第2四半期末

16年2月期
第2四半期末

16年2月期
第2四半期

15年2月期
第2四半期

小売台数（単位：台） 店舗数（FC含む）（単位：店）

34,020

17年2月期
第2四半期

17年2月期
第2四半期末

45,421

25,070

469
426

521



20,519千株（19.20％）
■ 金融機関

5,480千株（5.13％）
■ 自己名義株式

21,214千株（19.85％）
■ 個人・その他

2,868千株（2.68％）
■ 証券会社

28,267千株（26.45％）
■ 国内法人他

28,538千株（26.70％）
■ 外国人等

2月末日
5月中
2月末日
8月31日
100株
7599
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
本店証券代行部

決 算 期
定 時 株 主 総 会
期末配当金株主確定日
第2四半期末配当金株主確定日
1 単 元 の 株 式 数
証 券 コ ー ド
株 主 名 簿 管 理 人

事 務 取 扱 場 所

未払配当金の支払い請求、支払明細等の発行に関する手続き等の
お手続き・お問い合わせ
　みずほ信託銀行株式会社（株主名簿管理人）にご連絡下さい。
　　＜お問い合わせ先＞
　　〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
　　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
　　TEL.0120-288-324（フリーダイヤル）
　　＜配当金お受取りに関するご留意事項＞
　　  配当金の口座振込をご指定いただいていない方は、払渡期間中に、「配

当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便
局でお受け取り下さい。払渡期間経過後は、みずほ信託銀行の本店及び
全国各支店でお受け取りいただけますが、当社定款第48条の定めにより、
支払開始の日から満3年を経過しますとお支払いできなくなりますので
ご注意下さい。

配当金受取り方法のご指定、住所変更、単元未満株式の買取請求、
相続に伴う手続き等のお手続き・お問い合わせ
　⑴証券会社でお取引をされている株主様⇒  お取引のある証券会社
　⑵特別口座に記録されている株主様⇒  特別口座管理機関　　　

三井住友信託銀行株式会社
　　＜お問い合わせ先＞
　　〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
　　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
　　TEL.0120-782-031（フリーダイヤル）
　　＜お取扱店＞
　　三井住友信託銀行株式会社　本店及び全国各支店
　　日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店
　　※  未払配当金の支払い請求、支払明細等の発行に関するお手続きは当社

株主名簿管理人（みずほ信託銀行株式会社）が承ります。

本　社  〒100-6425 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング
  財務・IRチーム　TEL：03-5208-5503（IR直通）

この報告書は、森林管理協議会（Forest Stewardship Council）が認証する適切に管理された 
森林からの原料を含むFSC認証紙を使用しており、ベジタブルインクによって水なし印刷しています。

商 号

設 立 年 月 日
資 本 金
決 算 期
従 業 員 数
業 務 内 容

連 結 子 会 社

発行可能株式総数
発行済株式総数
株 主 数

株式会社IDOM
（英文表記）IDOM Inc.
1994年10月25日
41億5,702万円
2月末日
4,087名
1. 自動車の販売事業
2. 自動車の買取事業
3. その他自動車流通に関わる事業
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス
株式会社ガリバーインシュアランス
Gulliver USA, Inc.
Gulliver East, Inc.
東京マイカー販売株式会社
株式会社モトーレングローバル
株式会社モトーレングランツ
Gulliver Australia Holdings Pty Ltd.
Buick Holdings Pty Ltd.
…………………………………… 400,000,000株
…………………………………… 106,888,000株
………………………………………………8,637名

大 株 主
氏名又は名称 所有株式数 持株比率

株式会社フォワード 28,000千株 26.20％
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 15PCT TREATY 
ACCOUNT

（常任代理人　香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
7,977 7.46

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,784 6.35
羽鳥裕介 5,400 5.05
羽鳥貴夫 5,400 5.05
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,608 4.31
ML PRO SEGREGATION ACCOUNT

（常任代理人　メリルリンチ日本証券株式会社） 2,075 1.94

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,333 1.25
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE-AC）

（常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行） 1,127 1.05

野村信託銀行株式会社（投信口） 1,118 1.05

当社お客様向けサイト（221616.com）
リニューアル

最先端のＩＴ技術を活用して、お客様が利用しやすい
サイトを目指してリニューアルを実施しました。

主な改善点
 ・  直感的に情報を選べるデザイン
 ・求める情報を確実に提供する自動ツールの導入
　（マーケティングオートメーションシステム）
 ・機動的なサイトを運営できる内製化ツールの導入
　（コンテンツマネージメントシステム）

所有者別株式構成比

株主メモ

会社情報／株主の状況Corporate Data （2016年8月31日現在） T o p i c s


