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株主の皆様へ

新規出店による小売拡大を継続―― さらなる成長に  挑みます。
　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　2017年2月期（2016年3月1日〜2017年2月28日）の連結業績は、売上
高251,516百万円、営業利益は4,498百万円となりました。当期の状況と
今後の取り組みについて、主要な点をご説明いたします。

　買取においては、新車市場の低迷を起因として厳しい環境となりました。
新車への乗り替えを理由に車を売却するユーザー層が縮小した中で、買取
台数の減少を抑制するため、広告宣伝を増加させる等、集客に係る取り組
みを強化しました。この結果、前期並みの買取台数（186,175台、前期比

2.9％増）を維持できた一方で、広告宣伝費等の集客コストが増加しました。
このコストの増加が当期減益の主な要因となりました。新車市場の低迷と
いう外部環境の影響であったとしても、広告宣伝の効率化は重要な課題と
認識しており、対応を進めてまいります。
　一方、小売は順調に進捗しています。当社は展示販売店舗の出店による
小売の拡大を進めており、当期の直営店純増数は45店舗となりました。目
標としていた純増60店舗には及ばなかったものの、店舗あたりの小売台数
が計画を上回る等、順調に推移したため、当期の全直営店における小売台
数は95,333台（前期比34.8％増）となり、計画を達成しました。
　今期も引き続き展示販売店舗の出店を進めてまいります。また、展示販
売店舗の出店だけではなく、従来のガリバー店舗（買取中心の店舗）での小
売台数を増加させるための新たな取り組みも試行していきます。

　現在の成長戦略の主軸は、展示販売店舗の出店による小売の拡大です。
展示販売店舗の全国展開を開始した2014年2月期には約300店舗だった直
営店は、当期459店舗まで増加しました。この拡大に伴い、小売台数も約
5万台から9万5千台まで増加しています。さらに中期的に16万台規模まで
拡大してまいります。
　当社では直営店出店の際に徹底しているポリシーがあります。例えば、
自社で土地を所有しないこと、36カ月で投資回収が可能であること、人材
の育成と連携した出店を行い営業の質を守ること、です。今後もこの出店
ポリシーを変えるつもりはありません。

買取は苦戦した一方、小売は順調に成長
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　当社は配当による株主還元を重視しており、業績に連動した配当を行うこ
とで適正な利益還元を行う方針としています。具体的には連結当期純利益に
対して配当性向30％程度を目標とし、これをこれまで維持してまいりまし
た。この基本的な方針に変更はありませんが、今回の配当から一期前の業績
に連動させるという計算方法に変更することといたしました。これにより、
業績連動型の配当方針は維持しつつ、株主・投資家の皆様には決算発表の時
点まで配当予定額が確定しないという不確実性は解消されることになります。

　この配当方針の変更に基づき、当期の年間配当は1株あたり12円（中間
期末6円、期末6円）となりました。2018年2月期においては、2017年2
月期の連結当期純利益※に連動するため年間配当額は7円（中間期末3.5円、
期末3.5円）となる予定です。

※親会社株主に帰属する当期純利益

　当社は「自動車流通業界の変革に挑戦する」という想いをこめて、2016年
7月15日に社名をIDOM（挑む）に変更いたしました。今期も当社グループの
社員が一丸となり、足元の業績の改善に留まらず、新たな成長に挑んでまい
ります。株主の皆様におかれましてはより一層のご支援とご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

中期の経営方針について

株主還元について

新たな成長に「挑む」

　従来は買取った車をプールセンターに保管し、2週間以内に中古
車オークションで売り切る「卸売」中心モデルでしたが、現在はこ
の在庫を展示販売店舗で販売する「小売」モデルを強化しています。
在庫管理を徹底し、中古車価格下落による在庫リスクを回避する
方針は変わりません。

IDOMのビジネスモデル
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中 古 車 業 者が 落札

従来
当期の連結当期純利益 × 30%

今後
前期の連結当期純利益※ × 30%

代表取締役社長  羽鳥 由宇介
代表取締役社長  羽鳥 貴夫
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様々なコンセプトのクルマを提案する店舗

クルマを五感で感じ選ぶ高級外車・外車専門店

生活に彩りを与える軽自動車専門店

ファミリーカーに特化ミニバン専門店

自然とつながるSUV専門店

より価格をおさえたアウトレット店

ライフスタイルからクルマを提案する大型展示場

「おでかけ」を提案するライフスタイル店舗

輸入車正規新車ディーラー店舗BＭＷ/ＭIＮI
ディーラー

2017年2月期に新規出  店した直営店

幅広いニーズに対応したチャネルを展開。
さらなる出店により
中古車小売事業を拡大するとともに、
日本最大の店舗網を構築していきます。

北海道・東北
◦ガリバーアウトレット12号岩見沢店 北海道岩見沢市日の出町8-21  0120-951-427
◦ガリバーアウトレット旭川永山店 北海道旭川市永山2条12-2-19  0120-998-771
◦ガリバーアウトレット仙台港店 宮城県仙台市宮城野区中野2-2-1  0120-901-891
◦ガリバーアウトレット13号横手店 秋田県横手市安田字越廻31-1  0120-964-295
◦ガリバーアウトレット4号花巻店 岩手県花巻市西宮野目第5地割494-3  0120-964-364
◦ガリバーアウトレット7号酒田店 山形県酒田市東大町2-34-10  0120-938-849
◦ガリバーアウトレット鶴岡店 山形県鶴岡市宝田3-13-12  0120-409-499
◦ガリバーアウトレットいわき小名浜店 福島県いわき市小名浜字船引場43-8  0120-097-475
◦ガリバーアウトレット会津若松店 福島県会津若松市門田町大字黒岩字城南141  0120-297-423
◦ガリバーアウトレット八戸類家店 青森県八戸市青葉1-9-20  0120-998-387
◦ガリバーミニクル36号苫小牧店 北海道苫小牧市日の出町2-12-22  0120-953-798
◦ガリバーミニクル旭川永山店 北海道旭川市永山2条7-1-37  0120-297-458
◦ガリバーミニクル38号釧路店 北海道釧路市鳥取大通5-15-15  0120-689-891
◦ガリバーミニクル仙台バイパス若林店 宮城県仙台市若林区かすみ町7-5  0120-998-434
◦ガリバーミニクル横手店 秋田県横手市前郷字下横山96  0120-689-704
◦ガリバーミニクル秋田茨島店 秋田県秋田市茨島1-1-26  0120-999-241
◦LIBERALA帯広店 北海道帯広市西十一条南1-15  0120-689-849
◦LIBERALA郡山店 福島県郡山市赤木町24-16  0120-791-463

関東甲信越
◦ガリバーアウトレット土浦荒川沖店 茨城県土浦市荒川沖西1-13-10  0120-941-551
◦ガリバーアウトレットひたちなか店 茨城県ひたちなか市馬渡2761-1  0120-941-908
◦ガリバーアウトレット茂原店 千葉県茂原市腰当885  0120-941-906
◦ガリバーアウトレット8号上越店 新潟県上越市塩屋新田170  0120-953-441
◦ガリバーミニクル甲府バイパス店 山梨県甲府市上阿原町506  0120-901-642
◦ガリバーミニクル宇都宮店 栃木県宇都宮市西原町字街道東476-1  0120-998-780

関西・中国・四国
◦ガリバーアウトレット草津店 滋賀県草津市木川町322-1  0120-941-635
◦ガリバーアウトレット泉佐野店 大阪府泉佐野市南中安松292-13  0120-409-498
◦HUNTイオンモール今治新都市 愛媛県今治市にぎわい広場1-1  0120-965-304 
◦ガリバー宇和島店 愛媛県宇和島市保田甲61  0120-695-428

九州・沖縄
◦ガリバーアウトレット佐賀環状東通り店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島576-44  0120-965-295
◦ガリバーアウトレット長崎時津店 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2195-14  0120-964-375
◦ガリバーアウトレット10号延岡店 宮崎県延岡市塩浜町1-1537-15  0120-934-281
◦ガリバーアウトレット3号新宮店 福岡県糟屋郡新宮町上府北2-10-12  0120-689-897
◦ガリバーミニクル宮崎北バイパス店 宮崎県宮崎市花ケ島町立毛1032-7  0120-901-892
◦ガリバーミニクル長崎時津店 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1300-23  0120-695-403
◦LIBERALA熊本店 熊本県熊本市中央区世安町322-1  0120-964-248

東海・北陸
◦ガリバーアウトレット富士宮店 静岡県富士宮市万野原新田3752-1  0120-938-801
◦ガリバーアウトレット藤枝店 静岡県藤枝市南新屋435  0120-965-313
◦ガリバーアウトレット富士青葉通り店 静岡県富士市中島393-1  0120-097-471
◦ガリバーアウトレット1号沼津店 静岡県沼津市中沢田308-10  0120-689-459
◦ガリバーアウトレット小松店 石川県小松市日の出町4-53-1  0120-941-907
◦ガリバーアウトレット41号高山店 岐阜県高山市下岡本町1306-1  0120-097-498
◦ガリバーアウトレット21号各務原店 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町3-53  0120-689-742
◦ガリバーアウトレット27号敦賀店 福井県敦賀市古田刈3-1-4  0120-297-426
◦スナップハウス1号豊橋店 愛知県豊橋市下地町字門3-1  0120-953-971
◦LIBERALA岐阜店 岐阜県岐阜市近島5-3-12  0120-965-274
◦LIBERALA富山店 富山県富山市掛尾町350-1  0120-689-895
◦HUNTモレラ岐阜 岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜1階  0120-965-065

12店舗オープン

6店舗オープン

18店舗オープン

4店舗オープン

7店舗オープン

日本全国に広がる店舗網

クルマの査定、買取を中心にクルマの乗り換えをサポート

（2016年3月〜2017年2月）
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　当社は、Great Place to Work® Institute Japanが主催
する2017年「働きがいのある会社」において上位企業に選
出されました。
　2011年以降、7年連続で選出されており、さらに今回は過
去最高のランキングとなる18位（従業員1,000名以上部門）
となりました。
　従業員一人一人が、当社の経営ビジョン「自動車流通革
命」の実現にむけ、働きがいをもって挑んでいける組織づく
りを進めてまいります。

　ライフスタイルや使用シーンに合わせてクルマ選びができる大型展示場
「WOW!TOWN大宮」が、2017年1月にリニューアルオープンしました。
　『セルフでクルマ探し。』をテーマに、お客様がご自身でiPadやデジタルサイ
ネージ（電子ディスプレイ）を使って、「DESIGN（デザイン）」「UTILITY（使い方）」

「BUDGET（買い方）」の視点から、自分に合ったクルマ探しができる、という新し
いコンセプトを展開しています。これからもお客様がクルマ選びを楽しめる店舗
づくりを行ってまいります。

「働きがいのある会社」に
7年連続で選出

決算ハイライト トピックス

「WOW!TOWN大宮」が
リニューアルオープン

WOW!TOWN大宮
（埼玉県さいたま市）
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連結貸借対照表（要約） 連結損益計算書（要約） 連結キャッシュ・フロー計算書（要約）（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

科　目 前連結会計年度
（2016年2月29日）

当連結会計年度
（2017年2月28日）

資産の部
流動資産 49,074 63,765
現金及び預金 9,149 14,337
受取手形及び売掛金 5,192 4,655
商品 31,848 41,333
繰延税金資産 778 785
その他 2,159 2,717
貸倒引当金 △54 △64
固定資産 45,136 50,281
有形固定資産 19,743 22,033
無形固定資産 15,513 16,914
投資その他の資産 9,879 11,334
資産合計 94,211 114,047
負債の部
流動負債 28,600 29,483
買掛金 14,102 12,317
短期借入金 2,045 3,408
その他 12,453 13,758
固定負債 27,365 44,983
長期借入金 22,851 40,774
長期預り保証金 651 529
その他 3,863 3,680
負債合計 55,965 74,466
純資産の部
株主資本 37,111 38,063
資本金 4,157 4,157
資本剰余金 4,032 4,032
利益剰余金 32,869 33,821
自己株式 △3,947 △3,947
その他の包括利益累計額 1 578
為替換算調整勘定 1 578
新株予約権 ー 5
非支配株主持分 1,131 934
純資産合計 38,245 39,581
負債純資産合計 94,211 114,047

科　目 前連結会計年度
 （自 2015年3月1日　
　至 2016年2月29日）

当連結会計年度
 （自 2016年3月1日　
　至 2017年2月28日）

売上高 210,085 251,516
売上原価 158,474 190,383
販売費及び一般管理費 44,067 56,634
営業利益 7,542 4,498
営業外収益 120 332
営業外費用 827 670
経常利益 6,835 4,160
特別利益 4 15
特別損失 229 483
税金等調整前当期純利益 6,610 3,692
法人税、住民税及び事業税 2,441 1,829
法人税等調整額 27 △130
当期純利益 4,140 1,993
非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失（△） 28 △254

親会社株主に帰属する当期純利益 4,111 2,247

科　目 前連結会計年度
 （自 2015年3月1日　
　至 2016年2月29日）

当連結会計年度
 （自 2016年3月1日　
　至 2017年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,121 △4,632

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,686 △8,262

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,858 18,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 18

現金及び現金同等物の増減額 4,259 5,214

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期末残高 9,122 14,337

※   株主通信に記載の財務諸表は要約版です。詳細につきましては、決算短信、
有価証券報告書をご確認下さい。

資産の部
流動資産は現金及び預金、商品の増加により前期末比29.9％増
加しました。固定資産は直営店の新規出店により建物及び構築
物が増加したこと等により前期末比11.4％増加しました。
なお、買取車両の小売比率の増加や、2月においては繁忙期の
影響を受け、在庫の計上が大きくなる傾向にあります。小売を
行った場合は、通常、成約時点ではなく納車時点で売上に計上
されるため、納車までの期間（約1カ月後）は当社の在庫とし
て計上されます。

負債の部
流動負債は短期借入金や前受金が増加したことを受け、前期末
比3.1％増加しました。固定負債は長期借入金が増加したこと
を主な要因として前期末比64.4％増加しました。

販売費及び一般管理費、営業利益
新車市場低迷の影響をうけ、ガリバー店舗における広告宣伝
費等の買取に係る集客コストを増加させた他、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、新
サービスの開発・運営に係る費用等の増加により、販売費及
び一般管理費は増加しました。
また西オーストラリア州で新車ディーラーを経営する連結子
会社Buick Holdings Pty Ltd.は市場環境低迷の影響を受け、
減益要因となりました。
展示販売店舗の拡大により小売は順調に推移した一方、上記
の要因により営業利益は前期比40.4％減となりました。



18,690千株
（17.49％）

■ 金融機関
5,480千株
（5.13％）

■ 自己名義株式

19,794千株
（18.52％）

■ 個人・その他
2,265千株
（2.12％）

■ 証券会社

28,334千株
（26.51％）

■ 国内法人他
32,322千株
（30.24％）

■ 外国法人等

所有者別株式構成比

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

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
3,169名（単体）
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
……………………………… 7,246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 
IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 
15 PCT TREATY ACCOUNT

6,221 5.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 5,959 5.58

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） 3,900 3.65

BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES LUXEMBOURG JASDEC 
HENDERSON HHF SICAV

2,001 1.87

ML PRO SEGREGATION ACCOUNT 2,000 1.87
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD 
AC ISG (FE-AC) 1,903 1.78

JP MORGAN CHASE BANK 385632 1,712 1.60

会社情報/株式の状況 （2017年2月28日現在）

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。

株 主 メ モ

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。

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）

（注）持株比率は発行済株式総数に対する所有株式数の割合です。


