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コード番号　２４５３  本社所在都道府県 愛知県
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代　　表　　者　役職名 代表取締役 氏名　榊原　暢宏

問合せ先責任者　役職名 取締役管理部長 氏名　鈴木　良夫 ＴＥＬ　　（052）883－0850

決算取締役会開催日 平成18年５月15日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 ― 単元株制度採用の有無 無

１．平成18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年３月中間期 2,398 138.8 197 152.6 202 144.7

平成17年３月中間期 1,728 (-) 129 (-) 139 (-)

平成17年９月期 3,629  261  240  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

平成18年３月中間期 119 164.8 3,843 45 3,650 34

平成17年３月中間期 72 (-) 16,085 03 - -

平成17年９月期 121  8,909 09 8,385 29

（注）①持分法投資損益 ――――――  17年３月中間期 1百万円 17年９月期 △11百万円

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間における持分法投資損
益は、中間決算短信（連結）に記載しております。

②期中平均株式数 18年３月中間期 31,029株 17年３月中間期 4,500株 17年９月期 13,665株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  

１株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金

円 銭 円 銭

平成18年３月中間期 0 00 ――――――

平成17年３月中間期 0 00 ――――――

平成17年９月期 ―――――― 1,000 00

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年３月中間期 2,531 1,251 49.5 39,958 97

平成17年３月中間期 1,209 674 55.8 149,949 08

平成17年９月期 1,824 1,147 62.9 74,021 35

（注）①期末発行済株式数 18年３月中間期 31,330株 17年３月中間期 4,500株 17年９月期 15,500株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

 現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円 

平成18年３月中間期 - - - -

平成17年３月中間期 111 △28 △216 565

平成17年９月期 245 △85 185 1,045

（注）当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間に係る中間キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておらず、前中間会計期間及び前事業年度についてのみ記載しております。
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２．平成18年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期  4,344  402  233 500 00 500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,436円96銭

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確定要素等の要因が含

まれており、実際の予想とは異なる場合があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年３月31日）
当中間会計期間末

（平成18年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  565,344   1,328,144    1,045,264   

２．受取手形  136   -    -   

３．売掛金  367,723   522,825    325,715   

４．たな卸資産  92,953   21,351    101,883   

５．その他  99,692   173,106    145,587   

貸倒引当金  △29,178   △30,777    △33,547   

流動資産合計   1,096,672 90.7  2,014,650 79.6 917,978  1,584,904 86.9

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※１ 27,482   45,658   18,176 33,574   

(2）無形固定資産  21,477   134,821   113,343 44,923   

(3）投資その他の
資産

           

１．投資その他
の資産

 62,316   341,610    157,460   

貸倒引当金  －   △9,259    －   

固定資産合計   111,276 9.2  512,830 20.3 401,553  235,958 12.9

Ⅲ　繰延資産   1,464 0.1  3,557 0.1 2,093  3,384 0.2

資産合計   1,209,413 100.0  2,531,039 100.0 1,321,625  1,824,246 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年３月31日）
当中間会計期間末

（平成18年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  196,042   286,804    180,384   

２．短期借入金  －   500,000    -   

３．１年以内返済
予定の長期借
入金

 33,600   30,800    30,800   

４．未払金  94,606   84,911    106,324   

５．未払法人税等  71,913   109,250    126,000   

６．賞与引当金  5,403   9,916    8,928   

７．会員引当金  26,405   63,508    46,461   

８．その他 ※３ 49,013   132,462    85,937   

流動負債合計   476,984 39.4  1,217,653 48.1 740,668  584,835 32.1

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  44,000   13,200    30,000   

２．その他  13,657   48,271    62,080   

固定負債合計   57,657 4.8  61,471 2.4 3,813  92,080 5.0

負債合計   534,642 44.2  1,279,124 50.5 744,482  676,915 37.1

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   290,000 24.0  460,412 18.2 170,412  460,000 25.2

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  250,000   503,612    503,200   

資本剰余金合計   250,000 20.7  503,612 19.9 253,612  503,200 27.6

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）
未処分利益

 134,770   287,889    184,130   

利益剰余金合計   134,770 11.1  287,889 11.4 153,118  184,130 10.1

資本合計   674,770 55.8  1,251,914 49.5 577,143  1,147,330 62.9

負債資本合計   1,209,413 100.0  2,531,039 100.0 1,321,625  1,824,246 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,728,601 100.0  2,398,486 100.0 669,884  3,629,186 100.0

Ⅱ　売上原価   1,012,784 58.6  1,526,418 63.6 513,634  2,170,476 59.8

売上総利益   715,817 41.4  872,067 36.4 156,249  1,458,709 40.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  586,084 33.9  674,077 28.1 87,992  1,197,008 33.0

営業利益   129,732 7.5  197,990 8.3 68,257  261,701 7.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  11,603 0.7  7,186 0.3 △4,416  15,516 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,545 0.1  2,842 0.2 1,297  36,945 1.0

経常利益   139,790 8.1  202,334 8.4 62,543  240,272 6.6

Ⅵ　特別利益 ※３  100 0.0  12,287 0.5 12,187  100 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  5,218 0.3  3,499 0.1 △1,718  5,218 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  134,672 7.8  211,121 8.8 76,449  235,153 6.5

法人税、住民税
及び事業税

 72,036   101,337    139,545   

法人税等調整額  △9,746 62,289 3.6 △9,474 91,863 3.8 29,573 △26,134 113,411 3.1

中間（当期）純
利益

  72,382 4.2  119,258 5.0 46,875  121,742 3.4

前期繰越利益   62,388   168,630    62,388  

中間（当期）未
処分利益

  134,770   287,889    184,130  

            

－ 5 －



(3）中間キャッシュ・フロー計算書

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間の「中間キャッシュ・フロー計算書」を作

成しておりません。なお、当中間連結会計期間における「中間連結キャッシュ・フロー計算書」につきましては、中間連

結財務諸表に記載しております。

 

  
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

前事業年度の要約キャッシュ・フロー
計算書

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税引前中間（当期）純利
益

 134,672 235,153

減価償却費  4,706 13,622

貸倒引当金の増減額
（△：減少）

 △16,902 △12,534

賞与引当金の増減額
（△：減少）

 403 3,928

会員引当金の増減額
（△：減少）

 26,405 46,461

受取利息及び受取配当金  △1 △2

支払利息  807 1,462

売上債権の増減額
（△：増加）

 △92,140 △50,883

たな卸資産の増減額
（△：増加）

 △3,525 △12,455

差入保証金の増減額
（△：増加）

 － △68,934

破産更生債権等の増減額
（△：増加）

 21,738 21,738

仕入債務の増減額
（△：減少）

 61,060 45,402

未払金の増減額
（△：減少）

 18,995 30,714

前受収益の増減額
（△：減少）

 － 19,728

長期前受収益の増減額
（△：減少）

 － 44,532

その他  △20,322 △33,291

小計  135,898 284,642

利息及び配当金の受取額  1 2

利息の支払額  △780 △1,404

法人税等の支払額  △24,004 △37,426

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 111,115 245,813
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前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

前事業年度の要約キャッシュ・フロー
計算書

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

 △6,095 △17,377

無形固定資産の取得によ
る支出

 △12,523 △38,806

関係会社株式の取得によ
る支出

 △3,500 △23,500

投資有価証券の取得によ
る支出

 △5,900 △5,900

貸付金の回収による収入  － －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △28,018 △85,584

Ⅲ　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
（△：減少）

 △200,000 △200,000

長期借入金の返済による
支出

 △16,800 △33,600

株式の発行による収入  － 419,588

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △216,800 185,988

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△：減少）

 △133,702 346,217

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 699,047 699,047

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

※ 565,344 1,045,264
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）有価証券

①

――――――

 

②　関連会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

③　その他有価証券　

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

(2）たな卸資産

①　商品

　先入先出法による原価法に

よっております。

②　製品

　総平均法による原価法によっ

ております。

③　原材料

　先入先出法による原価法に

よっております。

(1）有価証券

①　子会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

　②　関連会社株式

　　　　　同左

 

③　その他有価証券

時価のないもの

　同左

 

(2）たな卸資産

①　商品

　同左

 

②　製品

　同左

 

③　

――――――　

 

(1）有価証券

①　

――――――

 

②　関連会社株式

同左

 

③　その他有価証券

時価のないもの

　同左

 

(2）たな卸資産

①　商品

　同左

 

②　製品

　同左

 

③　

――――――

 

２．固定資産の減価償却の方

法

 

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお取得価額が10万円以上20万

円未満の資産につきましては、３

年均等償却しております。

　主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

建物　　　　　　10年

構築物　　　　　10年

機械及び装置　　10年

車両運搬具　　　２年～５年

工具器具及び備品

２年～８年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

 

 

 

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっており、販売用ソフトウェア

については、販売可能期間（３

年）に基づく定額法によっており

ます。

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等に

ついては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1）貸倒引当金

　同左

 

 

 

 

 

(1）貸倒引当金

　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 

 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき当中間会

計期間に見合う額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

　同左

 

 

 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき当期負担

額に見合う額を計上しております。

 

 

(3）会員引当金

　会員からの作業依頼により発生

する加盟店等への外注費の支払に

備えるため、過去の発生実績率に

より見込額を計上しております。

(3）会員引当金

　同左

(3）会員引当金

　同左 

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　同左 　同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金

の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

―――――― 　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

なお、控除対象外消費税等につい

ては、期間費用として処理してお

ります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 ―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） ―――――― 

  　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用していま

す。これによる損益に与える影響はありません。

 

   

追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

　バイク会員及び安心入居サポート会員からの

作業依頼により発生する加盟店等への外注費の

支払いは、従来支出時の費用として処理してお

りましたが、当上期より会員の取引が本格化し

たため、将来の作業出動にかかる外注費の見込

額を会員引当金として計上いたしました。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、

営業利益及び経常利益は21,186千円、税引前当

期純利益は26,405千円少なく計上されておりま

す。 

―――――― 　バイク会員及び安心入居サポート会員からの

作業依頼により発生する加盟店等への外注費の

支払いは、従来支出時の費用として処理してお

りましたが、当期より会員の取引が本格化した

ため、将来の作業出動にかかる外注費の見込額

を会員引当金として計上いたしました。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営

業利益及び経常利益は41,242千円、税引前当期

純利益は46,461千円少なく計上されております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度末
（平成17年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

26,681千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

37,738千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

32,760千円

　２　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結

しております。

　当中間会計期間末における当座貸越契約

に係る借入金未実行残高は次のとおりであ

ります。

　２　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結

しております。

　当中間会計期間末における当座貸越契約

に係る借入金未実行残高は次のとおりであ

ります。

　２　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結

しております。

　当事業年度末における当座貸越契約に係

る借入金未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額の総額 1,250,000千円

借入実行残高 -　千円

差引額 1,250,000千円

当座貸越極度額の総額 1,350,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 850,000千円

当座貸越極度額の総額 1,250,000千円

借入実行残高 -　千円

差引額 1,250,000千円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため流動負

債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 

※３　消費税等の取扱い

　同左

 

 

 

※３　

――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日 
至　平成17年９月30日） 

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 1千円

受取手数料 385千円

受取賃貸料 1,931千円

受取キャンセル料 7,041千円

受取利息 42千円

受取手数料 3,933千円

受取賃貸料 428千円

過年度消費税等 780千円

受取利息 2千円

受取手数料 753千円

受取賃貸料 2,649千円

受取キャンセル料 7,041千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 807千円

新株発行費償却 488千円

支払利息 1,291千円

新株発行費償却 1,342千円

支払利息 1,462千円

新株発行費償却 2,180千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

───── 保険解約益 12,287千円 ───── 

※４　特別損失の主要項目

─────

※４　特別損失の主要項目

関係会社株式評価損 3,499千円

※４　特別損失の主要項目

過年度会員引当金繰入額 5,218千円

 

 

 

 

 

   

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 3,576千円

無形固定資産 1,129千円

有形固定資産 4,977千円

無形固定資産 33,209千円

有形固定資産 9,654千円

無形固定資産 3,967千円

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間に係る中間キャッシュ・

フロー計算書は作成しておりません。なお、当中間連結会計期間における中間連結キャッシュ・フロー計算書につきまし

ては、中間連結財務諸表に記載しております。

前中間会計期間

（自　平成16年10月１日

至　平成17年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 565,344千円

現金及び現金同等物 565,344千円

現金及び預金勘定 1,045,264千円

現金及び現金同等物 1,045,264千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 4,032 3,292 739

工具器具及び
備品

36,755 14,363 22,392

ソフトウェア 8,450 2,686 5,763

合計 49,237 20,342 28,894

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 3,544 295 3,249

工具器具及び
備品

32,855 17,286 15,568

ソフトウェア 17,633 8,350 9,283

合計 54,034 25,932 28,102

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

車両運搬具 3,545 3,249 295

工具器具及び
備品

32,855 14,492 18,363

ソフトウェア 12,350 6,586 5,763

合計 48,750 24,328 24,421

（２）未経過リース料中間期末残高相当額 （２）未経過リース料中間期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,702千円

１年超 21,250千円

計 29,953千円

１年内 12,165千円

１年超 17,386千円

計 29,552千円

１年内 8,392千円

１年超 17,191千円

計 25,584千円

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 4,584千円

減価償却費相当額 3,927千円

支払利息相当額 669千円

支払リース料 5,198千円

減価償却費相当額 4,853千円

支払利息相当額 669千円

支払リース料 10,279千円

減価償却費相当額 8,464千円

支払利息相当額 1,414千円

（４）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（５）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

（５）利息相当額の算定方法

同左

（５）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

―――――

２．オペレーティング・リース取引

―――――

２．オペレーティング・リース取引

――――― 
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②　有価証券

時価評価されていない主な有価証券

種類

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

前事業年度末
（平成17年９月30日）

中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

(1）その他有価証券   

非上場株式 5,900千円 5,900千円

(2）子会社株式及び関連会社株式 　 　

子会社株式

　　　　関係会社株式

　　　　-　千円

 28,500千円

-　千円

48,500千円

合　　計 34,400千円 54,400千円

当中間会計期末（平成18年３月31日現在）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間における有価証券

（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く）に関する注記については中間連結財務諸表の注記とし

て記載しております。

　なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

③　デリバティブ取引

　前中間会計期間（自　平成16年10月１日　至　平成17年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

　前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

　当中間会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３月31日）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間におけるデリバティ

ブ取引に関する注記については中間連結財務諸表の注記として記載しております。

　

④　持分法損益等

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間における持分法損益等

に関する注記を行っておりません。

項目

前中間会計期間

（自　平成16年10月１日

至　平成17年３月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

関係会社に対する投資の金額 28,500千円 -　千円 48,500千円

持分法を適用した場合の投資の金額 30,446千円 -　千円 38,036千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,228千円 -　千円 △11,180千円
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

１株当たり純資産額 149,949円08銭 39,958円　97銭 74,021円 35銭

１株当たり中間（当期）純利

益
16,085円03銭 3,843円　45銭 8,909円 09銭

 　 　当社は、平成17年４月28日付で株

式１株につき３株の株式分割を行っ

ており、平成17年12月31日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間及び前事業年度における１株当

たり情報については、以下のとおり

となります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

24,991円51銭 37,010円68銭

１株当たり中間純
利益

１株当たり当期純
利益

2,680円84銭 4,454円55銭

　潜在株式調整後
１株当たり中間純
利益
 
新株予約権の残高
がありますが、当
社株式は非上場で
あり、期中平均株
価が把握できない
ため記載しており
ません。

　潜在株式調整後
１株当たり当期純
利益
 

4,192円 65銭  

　なお、当社は平成17年４月28日

付で普通株式１株につき、普通株

式３株の割合で株式分割を行って

おります。なお、当該分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報

については以下のとおりとなりま

す。

 １株当たり純資産額

   44,621円 35銭

 １株当たり当期純利益 

   2,319円 16銭

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益

　新株予約権の残高がありますが、

当社株式は非上場であり、期中平

均株価が把握できないため記載し

ておりません。

3,650円 34銭  8,385円 29銭  

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 72,382 119,258 121,742

普通株主に帰属しない金額（千

円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純

利益（千円）
72,382 119,258 121,742

期中平均株式数（株） 4,500 31,029 13,665

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
   

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権　３種

（新株予約権の数　345個）
　―――――― 　――――――　

普通株式増加数（株）

（うち新株予約権）
――――――

1,642

（1,642)

854

（854)
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

　当社は、平成17年３月25日開催の取締役会決

議により、次のとおり株式分割による新株式の

発行をいたしました。

(1）株式分割の割合

　平成17年４月28日最終の株主名簿に記載

または記録された株主の所有株式数を、１

株につき３株の割合をもって分割いたしま

す。

(2）株式分割の時期

配当起算日　　　　平成17年４月１日

株式分割基準日　　平成17年４月28日

効力発生日　　　　平成17年４月28日

(3）１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の１株当たり情報については、下

記のとおりであります。

当中間会計期間

１株当たり純資産額 49,983円03銭

１株当たり中間純利益 5,361円68銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

　新株予約権の残高がありますが、当社
株式は非上場であり、期中平均株価が把
握できないため記載しておりません。

前事業年度

１株当たり純資産額 44,621円35銭

１株当たり当期純利益 2,319円16銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　新株予約権の残高がありますが、当社
株式は非上場であり、期中平均株価が把
握できないため記載しておりません。

 (1) 会社分割によるバイク会員事業部門の分社

化について

　当社は平成18年２月３日開催の取締役会に

おいて、分社型新設分割により、当社のバイ

ク会員事業部門を、新たに設立するJBR 

Motorcycle株式会社に継承することを決議し、

平成18年４月１日をもって会社分割を実施い

たしました。

（分割の目的）

　バイク市場において会員の拡大を図るとと

もに、より専門的かつ効率的な経営体制を構

築し、事業の成長を加速し、今まで以上に安

定的な運営を行っていくため、バイク事業部

門を分社化することといたしました。

（新設会社の概要）

① 商号 JBR Motorcycle株式会社

② 代表者 代表取締役　平井　伸吾

③ 所在地 名古屋市昭和区鶴舞二丁目

17番17号

④ 設立時期 平成18年４月１日

⑤ 資本金 98,000,000円

⑥ 従業員数 ５名

⑦ 大株主及び

持株比率

当社　　             60%

株式会社バイクブロス 40%

⑧ 事業内容 バイク関連各種会員事業等

（分割事業部門の内容）

　会員制ロードサービス事業「バイクロード

サービス」「盗難補償システム」「スクー

ターレスキューシステム」などバイク関連の

各種会員事業を中心として事業展開しており

ます。

〈分割事業部門の平成17年９月期における

　経営成績〉

分割事業部門売上高(a)   508百万円

当社平成17年９月期実績売上

高(b)

3,629百万円

比率(a/b) 14.0％

 (1) 関連会社設立について

 当社は平成17年10月12日開催の取締役会に

おいて、戸建住宅屋根の補修や葺き替えニー

ズに対応する目的で、下記の通り、株式会社

ハウスドクターを新たに設立することを決議

いたしました。

 新設会社の概要は下記のとおりです。

  会社の概要

① 商号 株式会社ハウスドクター

② 本店所在地

　

東京都新宿区西新宿三丁目

20番２号　

③ 設立時期 平成17年10月25日 

④ 事業内容　 住宅屋根のリフォーム事業

（屋根の葺き替え、雨漏り、

樋調整等）　 

⑤ 資本金 100,000千円

⑥ 取得する株

　 式の数及び

　 取得価額

800株、40,000千円

⑦ 株主構成 当社　           40%

株式会社ウエスト 60%　

⑧ 決算期 8月31日

 (2) 子会社設立について

　当社はバイク事業を強化することを目的

として、平成17年11月14日開催の取締役会

決議に基づき、JBR Bike Relations株式会

社を設立いたしまた。

  新設会社の概要は下記のとおりです。

  会社の概要

① 商号 JBR Bike Relations株式会

社

② 本店所在地

　

名古屋市昭和区鶴舞二丁目

17番17号

③ 設立時期 平成17年11月30日

④ 事業内容　 インターネットを中心とし

たバイク関連事業全般

⑤ 資本金 30,000千円

⑥ 取得する株

 　式の数及び

　 取得価額

600株、30,000千円

⑦ 株主構成 当社　　　　　　　　100%

⑧ 決算期 7月31日
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

 (2) 資本提携について

　当社は、平成18年２月13日開催の取締役会

において、株式会社バイクブロスと資本提携

し、株式会社バイクブロスが発行する新株式

を取得する決議をいたしました。

　その概要は次のとおりであります。

① 商号 株式会社バイクブロス

② 代表者 代表取締役社長　蛯原 健

③ 所在地 東京都千代田区西神田二丁

目５番８号

④ 設立期日 平成11年12月20日

⑤ 資本金 386,160,000円

⑥ 従業員数 63名

⑦ 大株主及び

持株比率

株式会社

 アイシーピー 

当社

 

35.7％

35.7％

⑧ 主な事業の

内容

バイク・パーツ情報誌発行、

Webサイト、モバイルサイ

トの運営

〈第三者割当増資〉

① 取得株式数 2,660株

② 取得価格 １株につき120,000円

③ 出資総額 319,200,000円

④ 払込期日 平成18年４月18日

 

 (3）株式分割について

　当社は、平成17年11月21日開催の取締役会

決議により、次のとおり株式分割による新株

式の発行をいたしました。

 ① 株式分割の割合

  平成17年12月31日最終の株主名簿に記載ま

たは記録された株主の所有株式数を、１株に

つき２株の割合をもって分割いたします。

 ② 株式分割の時期

配当起算日 平成17年10月１日

株式分割基準日 平成17年12月31日

効力発生日 平成18年２月20日

 ③ １株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の１株当たり情報については、下記の

とおりであります。

前事業年度

１株当たり純資産額 22,310円67銭

１株当たり当期純利益 1,159円58銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
 

　新株予約権の残高がありますが、当社
株式は非上場であり、期中平均株価が把
握できないため記載しておりません。 

 

当事業年度

１株当たり純資産額 37,010円68銭

１株当たり当期純利益 4,454円55銭

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

4,192円65銭

 

 (4) 新株予約権の付与について

　当社は商法第280条ノ20及び商法第280条ノ

21の規定に基づき、平成17年12月５日開催の

当社取締役会において、当社取締役、従業員

及び取引先に対して、ストックオプションを

目的とした新株予約権を付与することを決議

いたしました。

　なお、当該決議内容は次のとおりでありま

す。 

① 新株予約権の数 600個(上限)

② 付与対象者の区分及び

人数

取締役、従業員

及び取引先

③ 新株予約権の目的とな

る株式の種類

普通株式

④ 新株予約権の目的とな

る株式の数 

600株(上限)
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

⑤ 新株予約

権の行使

時の払込

金額

　新株予約権１個当たりの払

込金額は、新株予約権を発行

する日の属する月の前月の各

日（取引が成立していない日

を除く）における東京証券取

引所における当社普通株式の

取引の終値の平均値（１円未

満の端数は切上げ）とする。

　ただし、当該金額が新株予

約権発行日の前日終値(取引

が成立しない場合はその前日

の終値）を下回る場合は、当

該終値とする。

　なお、新株予約権発行後、

当社が株式分割または株式併

合を行う場合、次の算式によ

り払込金額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切上げ

る。

１

調整後

払込金

額　

＝

調整前

払込金

額

×

分割

・

併合の

比率

　また、時価を下回る価額で

新株式を発行または自己株式

の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、

調整による１円未満の端数は

切上げる。

既  

発行

株式 

数  +

新規発行

株式数

×

１株当た

り払込金

額

調整後

払込金

額

＝

調整前

払込金

額

×

１株当た

りの時価

既発行株式数

＋ 

新規発行

株式数

　上記の算式において、「既

発行株式数」とは当社の発行

済普通株式数から当社が保有

する普通株式にかかる自己株

式数を控除した数とし、自己

株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に読み替え

るものとする。

⑥ 新株予約

権の行使

期間

平成19年12月29日から

平成29年12月28日まで
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