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株主の皆様へ

足場固めを着実に進め収益性を向上させてまいり
　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。

　2019年2月期連結会計年度（2018年3月1日〜2019年2月28日）の連結
業績は、売上高309,410百万円、営業利益は3,400百万円となりました。当
期は前期から減益となり、株主の皆様にはご心配をおかけいたしましたこ
とをお詫び申し上げます。当期の業績の背景と、改善に向けた取り組みにつ
いて、主要な点をご説明いたします。

　当期は、中古車小売事業において、販売施策の転換を行いました。具体的に
は商品（車両および付帯的な商品・サービス等）の設計と、店舗営業施策の変
更です。この変更を想定通りに営業の現場に浸透させきれず、店舗あたりの
利益が前期比で減少して推移いたしました。これが減益の主要な要因です。
これに対し、これまで様々な改善施策を実行してまいりました。その結果、当
期中の完全回復には至らなかったものの、徐々に改善が進んでおります。

　当期はこの施策変更により、収益性を落としてしまうという苦い経験を
することになりました。しかし、課題と向き合い、同時に当社のあるべき姿
や強みを再認識する一年でもありました。今後も引き続き改善策を慎重に
進め、小売事業での成長という基本方針は変わらず追求してまいります。今
期においては、特に足場固めをしっかりと行ない、店舗あたりの効率を高め
られるよう取り組んでまいります。

　オーストラリア事業では、市場環境の低迷を受け苦戦していた西オース
トラリア子会社の業績が前期比で改善いたしました。また、2018年10月に
買収したヴィクトリア州（メルボルン）の新車ディーラーグループを新規連
結しております。

販売施策変更の影響により減益、完全回復にはもう一歩

課題と向き合い、再確認することができた基本方針

オーストラリア事業は前期比業績改善

小売台数 （単位：台） 直営店店舗数 （単位：店）

17年2月期

95,333

18年2月期

125,151

19年2月期

124,527

19年2月期末

519

17年2月期末

459

18年2月期末

488

　当社は、連結業績に連動して配当金を決定する「業績連動型配当」を基本
方針としております。具体的には「一期前の連結当期純利益※×30%」で算
出される金額を配当総額とし、当期の1株当たり配当金を決定する方法を採
用しております。2020年2月期においては2019年2月期の連結当期純利益
※に連動し、年間配当額1.2円（中間期末0.6円、期末0.6円）となる予定です。
※ 親会社株主に帰属する当期純利益

　2020年2月期においては、まずは小売事業の回復を足元の喫緊の課題と
して引き続き取り組んでまいります。また、将来の成長に向けて、しっかり
と足場固めも進め、事業の様々な場面で効率性を向上させていきたいと思
います。
　あわせて、変化する環境の中で、新たな成長のチャンスも逃さずに挑んで
まいります。具体的には、中古車個人間売買の「ガリバーフリマ」、今期開始
の個人間カーシェアリング「GO2GO」、BMWとMINIの新車の提供も開始
したクルマ乗り換えサービス「NOREL」等、将来の成長の種を育てていきた
いと思います。そして、今後も時代やニーズに合わせた新しいクルマの売り
方、買い方、使い方を提案するサービスを提供してまいります。

　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。

配当について

足場固めと将来の成長

代表取締役社長  羽鳥 由宇介
代表取締役社長  羽鳥 貴夫

ます。 　創業時は、買取った車を中古車オークションで売り切る「卸売」
中心ビジネスを展開。2014年頃から、この在庫を展示販売店舗で
販売する「小売」を強化してきました。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。

〈買取車両の流通フロー〉

IDOMのビジネスモデル
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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

お手頃な価格のアウトレット店

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

2019年2月期に新規出  店した直営店 北海道・東北
◦LIBERALA仙台 宮城県仙台市太白区太子堂1-18  0120-948-413
◦LIBERALA青森 青森県青森市桂木4-5-6  0120-964-349
◦ガリバーアウトレット石巻店 宮城県石巻市あけぼの2-1-1  0120-633-178
◦ガリバーアウトレット米沢店 山形県米沢市中田町1040-3  0120-990-576
◦ガリバーアウトレット7号バイパス青森店 青森県青森市浜田字豊田147-1  0120-991-312
◦ガリバー札幌清田店 北海道札幌市清田区美しが丘四条5-2-12  0120-948-192
◦ガリバー登別室蘭店 北海道登別市若草町2-31-1  0120-633-152
◦ガリバー札幌東雁来店 北海道札幌市東区東雁来九条2-7-1  0120-964-069
◦ガリバーむつ店 青森県むつ市下北町7-24  0120-991-447

関東甲信越
◦ガリバーアウトレット八千代店 千葉県八千代市大和田新田130-8  0120-990-935
◦ガリバーアウトレット新潟桜木インター店 新潟県新潟市中央区女池東1-2-11  0120-633-185
◦ガリバーアウトレット8号燕三条店 新潟県三条市下須頃1067  0120-990-574
◦ガリバー筑西店 茨城県筑西市横島142-1  0120-964-922
◦ガリバー瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷722-1  0120-990-575
◦ガリバー佐久店 長野県佐久市長土呂752-1  0120-218-771
◦ガリバー八王子みなみ野店 東京都八王子市みなみ野6-20-1  0120-991-314

九州・沖縄
◦ガリバーアウトレット薩摩川内店 鹿児島県薩摩川内市平佐町1706-3  0120-991-443
◦ガリバー中津店 大分県中津市大字宮夫松本185-1  0120-945-849
◦ガリバー武雄店 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5833-5  0120-633-162
◦ガリバー長崎大村店 長崎県大村市片町175-40  0120-938-570
◦ガリバー唐津店 佐賀県唐津市浜玉町浜崎2451  0120-938-660
◦ガリバー八女店 福岡県八女市本村797-1  0120-990-578
◦ガリバー香春店 福岡県田川郡香春町大字香春字ハコ町993  0120-948-696
◦ガリバー人吉サンロードシティー店 熊本県球磨郡錦町西824-5  0120-948-073
◦ガリバー熊本八代店 熊本県八代市永碇町1055-1  0120-964-385
◦ガリバーイオンタウン読谷店 沖縄県中頭郡読谷村字古堅740  0120-964-457 東海・北陸

◦ガリバーアウトレット野々市店 石川県野々市市本町1-8-21  0120-991-442
◦ガリバー8号越前店 福井県越前市高木町26-4-1  0120-948-336
◦ガリバー七尾店 石川県七尾市小島町ヌ部9-1  0120-633-176
◦ガリバー浜松宮竹店 静岡県浜松市東区宮竹町218-1  0120-948-780

4店舗オープン

7店舗オープン

9店舗オープン

関西・中国・四国
◦ガリバーアウトレット8号彦根店 滋賀県彦根市極楽寺町23  0120-991-439
◦ガリバーアウトレット岸和田和泉インター店 大阪府和泉市あゆみ野1-10-4  0120-998-379
◦ガリバーアウトレット外環河内長野店 大阪府河内長野市市町1026-2  0120-953-049
◦ガリバー伊勢店 三重県伊勢市御薗町王中島197-1  0120-991-315
◦ガリバー舞鶴店 京都府舞鶴市上安久127-1  0120-964-271
◦ガリバー東大阪店 大阪府東大阪市川田1-1-6  0120-964-307
◦ガリバー松江玉湯店 島根県松江市玉湯町湯町19-3  0120-991-316
◦ガリバー益田ゆめタウン店 島根県益田市高津7-18-2  0120-991-446
◦ガリバー高松東山崎店 香川県高松市東山崎町692  0120-948-019
◦ガリバー洲本バイパス店 兵庫県洲本市大野1845  0120-948-420

10店舗オープン

10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

（2018年3月〜2019年2月）

お客様のニーズや地域の特性に
対応した店舗を展開。
日本最大の店舗網を構築していきます。
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トピックス

個人間カーシェアサービス「GO2GO」提供開始

決算ハイライト

　当社は、個人間カーシェアサービス「GO2GO（ゴーツー
ゴー）」の提供を開始します。
　「GO2GO」は、当社の提供するアプリを介して、クルマを
所有するオーナーは、必要な情報を登録するだけで自分の
クルマを他人にシェアすることができ、クルマを利用した
いユーザーも予約・決済を簡単に完結することができる、新
しい個人間のカーシェアサービス※1です。
　まずは、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪の5都府県を対象
エリアとしてサービスを開始いたします※2。今後、展開エ
リアの拡大と、サービスの拡充を進めていきます。
　クルマの所有には様々な維持費がかかる一方で、稼働率
が低く休眠資産となっている時間が長いと言われています。
クルマのオーナーは使っていない時間にシェアすることで、
維持費を軽減することができ、ユーザーは乗りたいクルマ
を使いたいときだけ利用できる、“都合の良い”クルマの保
有と利用の新しい価値を提供してまいります。

予約登録

共同使用契約

利用料
－

手数料

利用料
＋

保険料

ユーザー

クルマ

クルマのオーナー

※1 サービス詳細についてはGO2GOの公式サイト（https://go2go.jp）をご確認下さい。
※2 2019年4月現在。オーナーとドライバーのマッチングサービスの開始は2019年6月を予定。
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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
（2018年2月28日）

当連結会計年度
（2019年2月28日）

資産の部
流動資産 76,955 113,941
現金及び預金 22,763 23,049
受取手形及び売掛金 5,709 6,774
商品 44,479 74,090
繰延税金資産 1,037 1,076
その他 3,203 9,043
貸倒引当金 △239 △93
固定資産 53,225 60,155
有形固定資産 23,088 24,738
無形固定資産 15,597 19,931
投資その他の資産 14,539 15,485
資産合計 130,181 174,097
負債の部
流動負債 31,901 60,646
買掛金 14,327 20,026
短期借入金 1,201 9,031
1年内返済予定の長期借入金 ー 12,000
その他 16,373 19,588
固定負債 56,784 73,017
長期借入金 52,680 68,023
長期預り保証金 499 432
その他 3,605 4,561
負債合計 88,686 133,664
純資産の部
株主資本 40,615 40,084
資本金 4,157 4,157
資本剰余金 4,032 4,032
利益剰余金 36,373 35,842
自己株式 △3,947 △3,947
その他の包括利益累計額 323 △243
為替換算調整勘定 323 △243
新株予約権 3 3
非支配株主持分 551 588
純資産合計 41,494 40,432
負債純資産合計 130,181 174,097

科　目 前連結会計年度
 （自 2017年3月1日　
　至 2018年2月28日）

当連結会計年度
 （自 2018年3月1日　
　至 2019年2月28日）

売上高 276,157 309,410
売上原価 210,298 244,707
売上総利益 65,859 64,702
販売費及び一般管理費 59,080 61,301
営業利益 6,779 3,400
営業外収益 106 98
営業外費用 1,087 1,426
経常利益 5,797 2,072
特別利益 4 22
特別損失 580 617
税金等調整前当期純利益 5,221 1,478
法人税、住民税及び事業税 2,482 1,061
法人税等調整額 △476 54
当期純利益 3,215 361
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △363 △19
親会社株主に帰属する当期純利益 3,578 381

科　目 前連結会計年度
 （自 2017年3月1日　
　至 2018年2月28日）

当連結会計年度
 （自 2018年3月1日　
　至 2019年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,989 △19,593

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,315 △11,015

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,731 30,930

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △114

現金及び現金同等物の増減額 10,387 206

現金及び現金同等物の期首残高 14,337 22,763

現金及び現金同等物の期末残高 22,763 22,970

※   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、現金及び預金の増加、及び商品の増加により前
期末比48.1％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、また、のれんが増加し
たこと等により前期末比13.0％増加しました。

負債の部
流動負債は、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の増
加等により、前期末比90.1%増加しました。固定負債は、主
に長期借入金の増加により前期末比28.6%増加しました。

販売費及び一般管理費、営業利益
国内直営店の出店に伴う店舗運営費用の増加等により、販売
費及び一般管理費は前期比3.8％増となりました。国内直営店
での販売施策転換の影響をうけ小売台数及び粗利が減少した
結果、営業利益は前期比49.8％減となりました。



18,789千株
（17.58％）

■ 金融機関
5,480千株

（5.13％）

■ 自己名義株式

26,310千株
（24.61％）

■ 個人・その他
1,984千株
（1.86％）

■ 証券会社

34,053千株
（31.86％）

■ 国内法人他
20,270千株

（18.96％）

■ 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

主な連結子会社

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
3,230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
IDOM Automotive Group Pty Ltd.
Buick Holdings Pty Ltd.
IDOM Automotive Essendon Pty Ltd.

………………………400,000,000株
………………………106,888,000株
……………………………… 8,087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%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 7,680 7.19

羽鳥 裕介 7,039 6.59
羽鳥 貴夫 7,039 6.59
株式会社ビッグモーター 5,697 5.33
JP MORGAN CHASE BANK 385632 2,937 2.75
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 2,928 2.74

J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR 
AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS 
JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT

2,367 2.22

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS 
HENDERSON HORIZON FUND

2,245 2.10

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口5） 1,300 1.22

会社情報/株式の状況 （2019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 
経理・財務・IRセクション　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。


