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１． 平成18年４月中間期の業績（平成17年11月1日～平成18年4月30日） 
(1)経営成績                                   (百万円未満切捨) 

 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年４月中間期 1,339   17.5 △118     ― △118     ―
17年４月中間期 1,139     ― 34     ― 31     ―
17年10月期 2,643  33.5 95    9.3 80  △5.3
 

潜在株式調整後１株当  中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益 
たり中間(当期)純利益 

 百万円   ％       円    銭       円    銭

18年４月中間期 △71     ― △5,634 48 ―
17年４月中間期 18     ― 1,601 45 ―
17年10月期   43 △10.6 3,732 83 3,691 36
 (注)①持分法投資損益 18年４月中間期 ―百万円  17年４月中間期 ―百万円    17年10月期 ―百万円 
     ②期中平均株式数 18年４月中間期 12,700株   17年４月中間期  11,400株    17年10月期 11,567株 
     ③会計処理の方法の変更  有（固定資産の減損に係る会計基準） 
     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 
 
(2)配当状況 
 １株当たり １株当たり 

中間配当金 年間配当金  

 円   銭 円   銭  
18年４月中間期 0 00 ――――― 
17年４月中間期 0 00 ――――― 

17年10月期 ――――― 0 00  
 
(3)財政状態                                                                     (百万円未満切捨) 
 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

18年４月中間期 454 274 60.5 21,639 59
17年４月中間期 363 130 35.8 11,412 11
17年10月期 454 346 76.1 27,274 06
(注)①期末発行済株式数  18 年４月中間期 12,700 株  17 年４月中間期 11,400 株 17 年 10 月期 12,700 株 
    ②期末自己株式数    18 年４月中間期         ―株  17 年４月中間期       ―株  17 年 10 月期      ―株 
 
(4)キャッシュ･フローの状況                                                      (百万円未満切捨) 

営業活動による         投資活動による         財務活動による         現金及び現金同等物
 

キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高         
 百万円 百万円 百万円 百万円

18年４月中間期 △82 △33 80 166
17年４月中間期 9 △19 66 215
17年10月期 10 △47 79 202
 
２．平成18年10月期の業績予想（平成17年11月1日～平成18年10月31日）            (百万円未満切捨) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

期  末  
百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 

通 期 3,149 △198 △120 0  00 0  00
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   △9,470円63銭 

 

 

 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業

績は今後のさまざまな不確定な要因に基づき変動する可能性があります。 
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１ 企業集団の状況 

 当社は関係会社等を有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は中古バイク買取専門企業として、バイクユーザーのバイク売却に関する利便性と透明性の高

いサービスを提供すること、すなわち今までその方法が分からなかったり、手間が掛かったりと利便

性が低かったバイクの査定を身近なものとすることに取り組み、バイク買取を業態として確立し、消

費動向が停滞しているバイク業界において需要を創造することにより「中古バイク流通の構造改革」

を実現することを事業ビジョンとしております。 

このことがバイクユーザーの満足度の向上を推し進めていくこととなり、牽いては当社の高い成長

性と収益性を実現していくことにも繋がっていくものと考えております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は株式会社として第３期目であるため、当面は財務基盤をより強固にしていくことが重要であ

ると考えております。よって今後の持続的成長を考えた場合に、利益を配当として直ちに株主の皆様

に還元することよりも、内部留保として当社の成長機会に使用させていただくことが長期的に企業価

値を高める効果として期待できるものと考えております。 

なお、株主の皆様への利益還元につきましては重要な経営課題と認識しておりますので、今後の経

営成績及び財政状態を勘案しつつ、利益配当を実施していきたいと考えております。 

 

(3) 目標とする経営指標 

当社が主たる事業としている中古バイク買取・販売業について、当該業界及び中古バイク買取会社

に対するバイクユーザーの認知度は未だ高まっておりません。今後、業界及び当社の認知度が高まる

ことで、当社の成長の可能性は十分にあると考えております。 

当社は、成長性、収益性を示す指標として対前年比売上高増加率20％以上を目標に掲げております。

また、１台当たりの売上単価および売上総利益単価を重視しており、買取りしたバイクに高い付加価

値を与えることにより、それらの向上に努めてまいります。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社のビジネスは、クリック＆モルタル戦略に基づきバイク売却希望者に対してきめこまかなサー

ビスを提供する「サービス業」であると定義しておりますので、より満足度の高いサービスが提供す

ること及びそのサービスを広く認知していただくことが重要な戦略と考えております。 

まず、中古バイク買取専門店「Motosonic（モトソニック）」を平成18年４月末日現在で10店舗出店

しておりますが、インターネットから流入したバイク売却希望者に速やかに対応していくためにも即

日対応から即時対応を目指しての店舗展開を実施していく方針であります。 

また、一般のバイクユーザーにバイク買取専門店の存在が広く認知していただくため、「Motosonic

（モトソニック）」ブランドの浸透を推進することを重視しております。具体的な方策としては、従
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来からのSEM（Search Engine Marketing）「検索エンジンマーケティング」と柱として顧客を自社WEB

サイト『バイク買取ドットコム(http://www.bike-kaitori.com/)』に誘導する施策を展開していくと

ともに、ラジオCM等のマスメディアを利用することで日本全国のバイクユーザーに当社の存在をアピ

ールする戦略を採ってまいります。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

平成17年３月末日のバイクの国内保有台数は1,317万台であり、うち排気量が50ccを超える比較的市

場価値の高い原付第二種以上のバイクでも460万台でありますが、証券取引所に株式を上場している中

古バイク買取会社の買取台数の総合計は年間10万台程度に止まっております。このような中古バイク

流通市場において、当社が中長期的に成長していくためには下記の課題に対処することとなります。 

プロモーションにつきましては、当社にとって最大のマーケットである関東地方を中心としてバイ

ク保有台数の多い地域にラジオCM等のマスプロモーションを展開することにより、バイクユーザーへ

の当社ブランドの浸透を図ってまいります。 

また、店舗展開につきましては、出張査定の強化及び当社店舗への持込査定を展開していくために

も、関東地方における多店舗展開及び買取需要が高い地域への効率的な出店という２つの観点から実

施する方針であります。 

また、他社よりも迅速にかつきめこまかなサービスを提供することがバイク売却希望者の満足度の

向上に繋がることから営業部門の人材教育の強化を推進していくこととしております。 

 

(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、長期的に企業価値を高めていくために、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経

営を徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要であると認識しております。 

また、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付

けたうえで機構改革を継続的に実施しております。 

さらに当社は、企業倫理の徹底を経営方針に掲げており、企業倫理を社内に普及・浸透させるため

に様々な施策を講じて全社的な活動を展開しております。 

 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は、従来から監査役制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の拡充のために、

取締役会の充実、監査役による経営監視体制の強化、積極的な情報開示に取り組んでまいります。 

経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督、管理を行う機関である取締役会を原則として毎月

１回、別途必要に応じて随時機動的に開催しております。当取締役会は、代表取締役１名、取締役

２名(うち社外取締役１名)の計３名で構成されており、監査役も出席しております。 

監査役は常勤監査役１名、非常勤監査役１名の計２名の社外監査役となっております。監査役は、

取締役の職務執行状況や重要な意思決定についての監査を客観的立場から行っております。また、

全社的な業務監査については、内部監査業務を担当している総務部長及び財務経理部長と連携して

行い、会計監査についても総務部長及び監査法人と連携して進めております。 

 - 2 - 



ファイル名:中間決算短信全ページ最終版.doc 更新日時:6/9/2006 8:12:00 AM 印刷日時:06/06/09 8:25 

内部統制につきましては、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、各規程の整備や業務

分掌を基本とした有効な内部牽制制度の構築に努めるとともに、総務部長及び財務経理部長が内部

監査業務を所管しております。総務部長は、監査役と連携して、監査計画をもとに営業本部、経営

戦略本部、管理本部人事教育部及び財務経理部の内部監査を行い、管理本部総務部の内部監査は財

務経理部長が実施しております。 

内部監査は定期監査に加え、必要に応じて臨時監査を実施する体制をとっており、会社の戦略的

な意思決定が社員の業務活動に適正かつ効率的に反映されているか等を監査しております。 

 

③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

の概要 

当社の社外取締役１名および社外監査役２名について、当社との利害関係はありません。なお、

非常勤監査役は当社株式を保有しております。 

 

④ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

取締役会は毎月１回以上開催することとしており、月１回の定例取締役会の他に必要に応じて臨

時取締役会を開催しております。取締役会では法令で定められた事項、経営に関する重要事項を審

議、決定しております。 

なお、当中間会計期間において、取締役会は25回開催しております。 

また、各部門の部門長が出席する幹部会議を定期的に開催しており、経営の基本方針の徹底、業

務執行に関する重要な決定、予算の進捗状況のチェック、業務執行の状況報告ならびにチェック、

その他意見交換等を行っております。 

 

(7) 役員報酬の内容 

当中間会計期間における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。 

社内取締役 社外取締役 社外監査役 計  

支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額 

（名） （千円） （名） （千円） （名） （千円） （名） （千円）

役員報酬 3 25,829 ― ― 2 3,300 5 29,129
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(8) 会計監査の状況 

当社は中央青山監査法人と証券取引法に基づく監査契約を締結し、独立した立場から会計に関する

事項の監査を受けております。当社と監査法人及び業務執行社員との間には、特別な利害関係はあり

ません。 

当中間会計期間における業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成及び平

成18年10月期の監査報酬は下記の通りです。 

① 業務を執行した公認会計士の氏名 

指 定 社 員 
公認会計士 田中 達美 

業務執行社員 
指 定 社 員 

公認会計士 石井 誠 
業務執行社員 

 

② 監査業務にかかる補助者の構成 

公認会計士    ３名 

 

③  監査報酬の内容（平成18年10月期） 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   10,000千円 

なお、上記以外の報酬はありません。 

(注) 上記の金額に消費税等は含んでおりません。 
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３ 経営成績及び財政状態 

 (1) 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善していることを背景として、設備投資が増

加しております。また、雇用情勢は新規求人数が増加し、有効求人倍率も上昇しております。一方で、

原油価格の上昇の影響から物価の上昇が見られ、今後の経済情勢に影響を及ぼす可能性があります。 

バイク業界におきましては、社団法人日本自動車工業会によると、平成17年３月末日での国内二輪

車保有台数は1,317万台で前年より8.6万台の減少となっております。内訳としては、原付一種(排気量

50cc以下)が17万台減少しておりますが、中古バイクとして市場に流通する割合の高い原付二種以上

（排気量51cc以上）は8.6万台の増加となっております。 

また、平成17年の道路交通法改正により高速道路の二人乗り解禁およびAT限定二輪免許が導入され

たことにより、社団法人自動車工業会が発表した平成17年度(平成17年4月から平成18年3月まで)国内

向けの工場出荷台数は71万台で、前年度と比較して1.6万台増加しており、中古バイクとして市場に流

通する割合の高い原付二種以上では23万台で、前年度と比較して2.8万台の増加となっております。 

このような環境の中、創業当時より、集車においてインターネットを最も有効なプロモーションツ

ールとして営業戦略を策定し、独自の経営戦略（インターネットによる集客→出張査定→Ｂ２Ｂオー

クションへの販売）を推進してまいりました。インターネットを活用した具体的なプロモーション戦

略といたしまして、リスティング広告やＳＥＯ(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)を

施策実行し、費用対効果の高い広告宣伝を行っております。さらに、ラジオＣＭによるプロモーショ

ン効果及び昨年下半期以降の新規出店による出店地域での当社ブランドの認知度が向上してきた効果

が顕著になり、従来からのインターネットユーザーとは異なる新規層のユーザーを取り込んでおりま

す。 

人員につきましては、プロモーション効果を最大限生かし業績を向上させるため、査定士に対して

査定力向上のための徹底した研修、教育を実施いたしました。 

店舗戦略としましては、３月に東京都八王子市に出店し関東地方の「即時買取り」体制の強化を図

るとともに、これまでの出張査定に加えて持込査定への対応力の強化を図っております。 

以上の結果、販売台数は6,243台で前年同期と比較して15.8％増加したことにより増収となりました

が、プロモーション活動に大きく資金を投下したことによる影響で営業損失となりました。 

当中間会計期間における売上高は1,339,403千円(前年同期比17.5％増)、営業損失は118,643千円(前

年同期は営業利益34,048千円)、経常損失は118,502千円(前年同期は経常利益31,969千円)、中間純損

失は71,557千円(前年同期は当期純利益18,256千円)となりました。 

 

(2) 財政状態 

① キャッシュ・フロー 

営業活動により使用した資金は82,084千円(前年同期は得られた資金9,520千円)となりました。こ

れは主に、税引前当期純損失118,436千円によるものであります。 

投資活動により使用した資金は33,846千円(前年同期19,596千円)となりました。これは出店に伴

う有形固定資産の取得及び差入保証金の支出によるものであります。 

財務活動により得られたキャッシュ・フローは80,000千円(前年同期66,580千円)となりました。

これは銀行からの借入金によるものであります。 

 

 - 5 - 



ファイル名:中間決算短信全ページ最終版.doc 更新日時:6/9/2006 8:12:00 AM 印刷日時:06/06/09 8:25 

以上により、現金及び現金同等物は166,297千円となりました。 

 

② 資産、負債及び資本 

当中間会計期間末において総資産は454,246千円となり、前事業年度末と比較して647千円減少し

ておりますが、特に大きな変動はありませんでした。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次の通りであります。 

 平成16年10月期 平成17年４月 平成17年10月期 平成18年４月 

中間期 中間期 

株 主 資 本 比 率
(％) 

36.97 35.77 76.15 60.50

時価ベースの株
主資本比率(％) 

― ― 530.45 346.68

債 務 償 還 年 数
(年) 

1.1 17.3 ― ―

インタレスト・
カバレッジド・
レシオ(倍) 

27.9 5.5 7.2 ―

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジド・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※ 営業キャッシュ･フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。 

※ 有利子負債は貸借対照表上に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

額を使用しております。 

※ 当社は、平成17年９月15日に名古屋証券取引所セントレックス市場に株式を上場致しました

ので、平成16年10月期及び平成17年４月中間期の時価ベースの自己資本比率は記載しており

ません。 

※ 平成18年４月中間期は営業キャッシュフローがマイナスであるため、債務償還年数及びイン

タレスト・ガバレッジド・レシオは記載しておりません。 

 

(3) 通期の見通し 

平成18年10月期上半期につきましては、「Motosonic（モトソニック）」ブランドの浸透を主眼と

して施策を実行してまいりました。 

広告宣伝活動として、従来からのクリック＆モルタル戦略を踏襲しＳＥＭ（検索エンジンマーケ

ティング）を強化するとともに、WEBサイト「バイク買取ドットコム(http://bike-kaitori.com)」

の全面リニューアルを実施しユーザビリティの向上を図るなど、デジタルマーケティングに注力し

てまいりました。その結果、査定依頼の申込み数は過去の実績と比較して大幅に増加しましたが、

売却希望者の質的な変化及び同業他社との競合が激化するなどの外的要因等もあり、改善傾向には
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あるものの、対応に時間がかかったこともあり、申込み数の増加に見合う買取台数の増加には至り

ませんでした。 

平成18年10月期の下半期におきましては、上半期の状況を踏まえ、社内オペレーション、特にワ

ン・トゥ・ワンマーケティングの改善を図ることにより効率的な買取りを行ってまいります。 

一方、ラジオＣＭについては、上半期にノウハウの蓄積により費用対効果の向上を図ることがで

きましたので、この状況に鑑み、これまで以上にマスメディアを活用した広告宣伝活動を実施して

まいります。 

具体的には、ラジオＣＭの出稿を増加させるとともに新たにテレビＣＭにも取り組むことで、さ

らなる「Motosonic（モトソニック）」ブランドの知名度の向上を図ってまいります。 

ラジオＣＭと同様に、テレビＣＭについてもテスト的展開による検証と、それに伴う改善策を講じ

ることで費用対効果の向上を図っていき、近い将来本格展開を行うことで、飛躍的な買取台数増大を

目指したいと考えております。 

ただし、当期に関しては、上記ＣＭによる営業利益増大の即時的な効果は得られないものと判断

しております。 

また、店舗展開としましては、当期は７店舗の新規出店を見込んでおりましたが、上半期に出店

した八王子店と下半期の新規出店４店舗により当期の新規出店は５店舗とし、既存の店舗と合わせ

て14店舗体制といたします。これは、より効率的な買取り体制を整備するために出店地域の精査を

行い、当初よりも少ない人員体制で、お客様への出張査定や当社店舗への持込査定などの各種サー

ビスの提供を行うことを狙ったものです。 

以上のことから、売上高は対前期比19％の増加と見込んでおり、また、人件費及び出店費用の抑

制にも取り組んでまいりますが、来期以降の買取台数の増大に向けて広告宣伝活動に注力していく

ため、平成18年10月期の業績見通しは売上高3,149百万円、経常損失198百万円(前期は経常利益85百

万円)、当期純損失120百万円(前期は当期純利益48百万円)としております。 

 

(4) 事業等のリスク 

 ① 市場動向による影響 

平成17年３月末日のバイクの国内保有台数は、社団法人日本自動車工業会によれば、1,317万台で

あり、長引く景気低迷による消費不況、昭和61年の原付第一種のヘルメット着用義務化等の影響に

より、昭和61年の1,867万台をピークに年々減少傾向にあります。当社はインターネットを介した仕

入、オークションによる販売等によって業容を拡大しており、今後も単一ブランド戦略

（Motosonic）とクリック＆モルタル戦略等によって他社との差別化を図る方針でありますが、バイ

クの保有台数の減少が継続した場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

② バイク利用者の動向による影響 

当社はほとんどの種類のバイクを取扱っておりますが、平成18年４月中間期に取扱ったバイク

のうち、原付第二種（51ｃｃ～125ｃｃ）以上の排気量があるバイクの割合が売上高の77％となっ

ております。これらのバイクは、ビジネスユースや通勤通学手段としてのニーズが多い原付第一
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種(50cc以下)と比較して嗜好性が強く、その利用人口は流行によって左右されやすいという特質

を持っているため、バイク利用者の動向によって当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、冬季や降雨時等の天候的要因、年末年始やゴールデンウィーク、夏休み等の長期休暇が

見込まれる時期等の時期的要因によりバイク利用者の売却及び購入意思が左右されることがあり、

当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(1) 少数のオークション会社による販売の影響 

販売方法について 

 当社の中古バイクにおける販売の大部分は、オークション会社が主催するオークションによる

ものであり、全売上高に対するオークションによる販売の割合は平成18年４月期中間期において

93.9％となっております。オークションでは需給関係によって価格が決定することとなるため、

例えば、同一商品であっても、その時々において売却（落札）価格が異なることがあります。 

 当社ではオークション相場の変化に対応して買取り価格を決定しており、今後も相場変動によ

る業績への影響を軽減していく方針でありますが、想定以上の相場変動によって計画通りの収益

を確保できない場合には、当社の経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

株式会社ビーディーエスへの依存について 

当社の中古バイクの販売については、オークション会社である株式会社ビーディーエスへの依

存度が高くなっており、平成18年４月中間期において、同社が主催するオークションおよび同社

への直接販売が全売上高の93.8％となっております。これは、同社が二輪車オークションの業界

で大きなシェアを有し、同社が主催するオークションにおける成約率、落札相場が良好なためで

あります。当社では同社に万一のことがあった場合を想定し、他のオークション会社とも取引を

行っておりますが、何らかの事情により同社との取引が減少あるいは停止した場合には、当社の

経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 競合について 

当社は中古バイクの買取り・販売を行っておりますが、有力な競合他社が存在しており、加えて

今後、新規参入による競争も激化する可能性があります。当社は単一ブランド戦略（Motosonic）と

クリック＆モルタル戦略によって他社との差別化を図っていく方針でありますが、競争激化に伴う

買取価格の上昇、オークションにおける落札価格の下落等により、当社の経営成績および今後の事

業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(1) 法的規制に関するリスク 

古物営業法 

当社が行っている中古バイクの買取り及び販売事業は、法令上は古物の売買であり、古物営業法

に基づく「古物商」の許可を受けて行っております(東京都公安委員会 第302180207940号、大阪府

公安委員会 第621151603389号、愛知県公安委員会 第541210403700号、福岡県公安委員会 第

909990040946号、広島県公安委員会 第731030500024号、千葉県公安委員会 第441430000285号、
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宮城県公安委員会 第221240000796号)。 

今後、法令等の改廃や新たな法的規制が設定された場合には、当社の経営成績および今後の事業

展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(1) 会社組織に関するリスク 

 小規模組織であることについて 

平成18年４月30日現在、当社は取締役３名、常勤監査役1名、非常勤監査役1名、従業員67名と小

規模組織で事業展開しております。また、内部管理体制も規模に応じた形で運用しております。 

今後は事業の拡大に伴い、人員増強及び内部管理体制の一層の充実を図る方針でありますが、人

員の確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まなかった場合、または既存の人員が社外に流出した

場合、当社の経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(1) 会社経営に関するリスク 

個人情報の管理について 

当社はバイクの査定及び買取りに際して、売却希望者の個人情報を取得しております。当社では

当該情報に接することができる者を制限し、全社員と機密保持契約を結ぶなど、個人情報の管理に

は十分留意しており、現在まで顧客情報の流出等による問題は発生しておりません。しかしながら、

今後、顧客情報の流出等の問題が発生した場合、当社への損害賠償請求や信用の低下等により、当

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(1) システムに関するリスク 

当社はバイクの仕入・販売について、インターネット等の通信ネットワークにかなりの部分を依

存しております。これらは一時的なアクセス集中によるサーバ負荷の増加、自然災害、事故、コン

ピュータウィルス感染、外部からの不正な侵入等の犯罪等により、システムダウンが生じる可能性

があります。 

当社ではシステムの二重化、データの分散管理等の対策を施しております。しかし、このような

対策にもかかわらず、何らかの理由によりこれらの事態が発生した場合には、当社の財政状態及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(1) その他のリスク 

配当を実施していないことについて 

当社は設立後間もないため財務基盤を強固にすることが重要であり、加えて今後の持続的成長を

考えた場合に利益を配当として直ちに株主の皆様に還元するよりも、内部留保として当社の成長機

会に使用させていただく方が企業価値を高める効果が期待できるものと考えており、当事業年度は

配当を実施しておりません。 

株主の皆様への利益還元につきましては重要な経営課題と認識しており、来期以降、経営成績及

び財政状態を勘案しつつ利益配当を検討してまいる所存であります。
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４ 中間財務諸表等 

① 【中間貸借対照表】 

 
前事業年度末 

  
前中間会計期間末 当中間会計期間末 

要約貸借対照表 
(平成17年４月30日) (平成18年４月30日) (平成17年10月31日) 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

番号 (％) (％) (％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  215,963 166,297 202,228 

２ 売掛金  26,903 28,491 60,296 

３ たな卸資産  17,293 61,085 32,638 

４ 車両買取仮払金  10,410 ― ― 

５ その他 ※２ 9,108 15,958 22,878 

流動資産合計   279,678 76.9 271,832 59.8  318,041 69.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物附属設備  49,070 66,194 68,189 

(2) 構築物  ― 31,399 32,769 

(3) その他  15,944 5,796 7,038 

有形固定資産合計  65,015 103,390 107,997 

２ 無形固定資産  1,221 1,329 1,400 

３ 投資その他の資産    

(1) 差入保証金  ― 27,651 26,626 

(2) 繰延税金資産  ― 49,992 777 

(3) その他  17,776 50 50 

投資その他の資産合計  17,776 77,693 27,454 

固定資産合計   84,003 23.1 182,413 40.2  136,852 30.1

資産合計   363,681 100.0 454,246 100.0  454,894 100.0
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前事業年度末 

  
前中間会計期間末 当中間会計期間末 

要約貸借対照表 
(平成17年４月30日) (平成18年４月30日) (平成17年10月31日) 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

番号 (％) (％) (％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

─ １ 買掛金  1,979 2,895 

─ ２ 短期借入金  113,000 80,000

３ 一年以内返済予定 
─ ─  50,840 

  の長期借入金 

４ 未払金  28,430 61,961 59,330 

５ 未払法人税等  10,600 1,884 16,000 

６ その他 ※２ 29,383 33,598 30,288 

流動負債合計   232,253 63.8 179,423 39.5  108,513 23.9

Ⅱ 固定負債    

─ ─ １ 長期借入金  1,330 

─ ─ ─ ─固定負債合計   1,330 0.4  

負債合計   233,583 64.2 179,423 39.5  108,513 23.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   38,500 10.6 110,325 24.3  110,325 24.3

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  18,500 138,035 138,035 

資本剰余金合計   18,500 5.1 138,035 30.4  138,035 30.3

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間(当期) 
 73,097 26,462 98,020 

  未処分利益 

利益剰余金合計   73,097 20.1 26,462 5.8  98,020 21.5

資本合計   130,097 35.8 274,822 60.5  346,380 76.1

負債資本合計   363,681 100.0 454,246 100.0  454,894 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 
前事業年度 

前中間会計期間 当中間会計期間 
要約損益計算書 

  
(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年10月31日) 

注記 百分比 百分比 百分比
区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

番号 (％) (％) (％)

Ⅰ 売上高   1,139,599 100.0 1,339,403 100.0  2,643,199 100.0

Ⅱ 売上原価   699,086 61.3 851,240 63.6  1,680,544 63.6

売上総利益   440,512 38.7 488,163 36.4  962,655 36.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  406,464 35.7 606,807 45.3  867,225 32.8

営業利益又は営業損
失(△) 

  34,048 3.0 △118,643 △8.9  95,429 3.6

Ⅳ 営業外収益   251 0.0 666 0.1  1,670 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※１  2,330 0.2 524 0.0  16,256 0.6

経常利益又は経常損
失(△） 

  31,969 2.8 △118,502 △8.8  80,843 3.1

Ⅵ 特別利益   ― 65 0.0  ―

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前中
間純損失(△) 

  31,969 2.8 △118,436 △8.8  80,843 3.1

法人税、住民税 
 11,316 1,220 35,686 

及び事業税 

法人税等調整額  2,396 13,712 1.2 △48,099 △46,878 △3.5 1,977 37,664 1.5

中間(当期)純利益又
は中間純損失 

  18,256 1.6 △71,557 △5.3  43,179 1.6

前期繰越利益   54,841 98,020  54,841

中間(当期)未処分 
  73,097 26,462  98,020

利益 
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③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
  (自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年10月31日) 

注記 
区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

番号 

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  31,969 △118,436 80,843

 減価償却費  6,273 9,551 14,251

 支払利息  1,330 418 2,405

  上場関連費用  ― ― 12,429

 売上債権の増減額(△は増加)  △24,070 31,804 △57,457

たな卸資産の増減額(△は増加)  33,452 △28,447 18,106

仕入債務の増減額(△は減少  ― △915 2,895

その他流動資産の増減額(△は増加)  △3,175 5,472 △7,543

 その他流動負債の増減額(△は減少)  △110 34,120 △1,376

 その他  1,460 675 4,179

小計  47,128 △65,757 68,733

 利息の支払額  △1,741 △455 △1,456

 法人税等の支払額  △35,867 △15,872 △56,794

営業活動による 
 9,520 △82,084 10,483キャッシュ・フロー 

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  △17,848 △32,751 △35,507

有形固定資産の売却による収入  ― 285 ―

 無形固定資産の取得による支出  △541 △151 △953

差入保証金の支出  △2,136 △1,705 △13,315

差入保証金の返戻による収入  930 476 2,130

投資活動による 
 △19,596 △33,846 △47,645キャッシュ・フロー 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入  80,000 130,000 290,000

 短期借入金の返済による支出  △12,000 △50,000 △335,000

 長期借入金の返済による支出  △420 ― △52,590

 株式の発行による収入  ― ― 189,949

 その他  △1,000 ― △12,429

財務活動による 
 66,580 80,000 79,930キャッシュ・フロー 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  56,503 △35,931 42,768

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  159,459 202,228 159,459

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
 215,963 166,297 202,228  (期末)残高 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
前事業年度 当中間会計期間 前中間会計期間 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年４月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

  たな卸資産   たな卸資産   たな卸資産 

  ①商品   ①商品   ①商品 

   同左    同左 個別法による原価法によって

おります。 

  ②貯蔵品   ②貯蔵品   ②貯蔵品 

   同左    同左 最終仕入原価法による原価法

によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産  (1) 有形固定資産  (1) 有形固定資産 

   同左    同左    定率法によっております。 

 (2) 無形固定資産  (2) 無形固定資産  (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。    同左    同左 

３ 繰延資産の処理方法 ３ 繰延資産の処理方法 ３ 繰延資産の処理方法 

― ―    新株発行費 

   支出時に全額費用処理してお

ります。 

４ リース取引の処理方法 ４ リース取引の処理方法 ４ リース取引の処理方法 

   同左    同左  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。 

５ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

５ 中間キャッシュ・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。 

 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 その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

   同左    同左  消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

― ― 外形標準課税 

「地方税法等の一部を改正する

法律」(平成15年法律第９号)が平

成15年３月31日に公布され、平成

16年４月１日以降に開始する事業

年度より外形標準課税が導入され

たことに伴い、当事業年度から

「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」(平成16

年２月13日企業会計基準委員会実

務対応報告第12号)に基づき、法

人事業税のうち付加価値割及び資

本割1,957千円を「販売費及び一

般管理費」に計上しております。

この結果、営業利益、経常利益、
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税引前当期純利益が同額減少して

おります。 

 

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 

前事業年度 当中間会計期間 前中間会計期間 
(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年４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指針」(企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日)を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。 

 

表示方法の変更 

当中間会計期間 前中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成18年４月30日) 至 平成17年４月30日) 

― (中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間において、固定資産の「その他」に

含めていた「構築物」は、資産総額の100分の５を超え

たため、当中間会計期間より区分掲記することとしま

した。なお、前中間会計期間の固定資産の「その他」

に含まれる「構築物」は9,071千円であります。 

投資その他の資産に含めていた「差入保証金」は、

資産総額の100分の５を超えたため、当中間会計期間よ

り区分掲記することとしました。なお、前中間会計期

間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「差入

保証金」は16,998千円であります。 

投資その他の資産に含めていた「繰延税金資産」

は、資産総額の100分の５を超えたため、当中間会計期

間より区分掲記することとしました。なお、前中間会

計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる

「繰延税金資産」は717千円であります。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 
(平成17年４月30日) (平成18年４月30日) (平成17年10月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,547千円 29,480千円 20,298千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 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、流動負債の

その他に含めて表示しており

ます。 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

その他に含めて表示しており

ます。 
 
 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年10月31日) 

※１ 営業外費用の主要項目 ※１ 営業外費用の主要項目 ※１ 営業外費用の主要項目 

支払利息 1,330千円 支払利息 418千円 支払利息 2,405千円

株式公開準備費 1,000千円  上場関連費用 12,429千円
   
※２ 減価償却実施額 ※２ 減価償却実施額 ※２ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,144千円 有形固定資産 9,329千円 有形固定資産 13,895千円

無形固定資産 129千円 無形固定資産 222千円 無形固定資産 362千円
    

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年10月31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 

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 

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 

現金及び預金 215,963千円 現金及び預金 166,297千円 現金及び預金 202,228千円

現金及び現金同等物 215,963千円 現金及び現金同等物 166,297千円 現金及び現金同等物 202,228千円
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(リース取引関係) 

 
前事業年度 当中間会計期間 前中間会計期間 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年４月30日) 

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 

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 

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 

(借主側) (借主側) (借主側) 

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 

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 

 
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) 

車両及び
運搬具 

19,819 2,263 17,555 

計 19,819 2,263 17,555 
 

 
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)

減価償却 
取得価額
相当額 

期末残高
累計額 

 相当額
相当額 

(千円) (千円)
(千円) 

車両及び
運搬具 

40,606 13,959 26,646
車両及び
運搬具 

40,606 7,192 33,413

計 40,606 13,959 26,646 計 40,606 7,192 33,413
  

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 

一年内 6,388千円 一年内 13,547千円 一年内 13,213千円

一年超 11,310千円 一年超 13,738千円 一年超 20,597千円

合計 17,698千円 合計 27,286千円 合計 33,810千円
   
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 2,442千円 支払リース料 7,302千円 支払リース料 7,760千円

減価償却費相当額 2,263千円 減価償却費相当額 6,767千円 減価償却費相当額 7,192千円

支払利息相当額 321千円 支払利息相当額 777千円 支払利息相当額 964千円
   
④ 減価償却相当額の算定方法 ④ 減価償却相当額の算定方法 ④ 減価償却相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとする定額法に

よっております。 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとする定額法に

よっております。 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとする定額法に

よっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法 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

は利息法によっております。 

 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

は利息法によっております。 

 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

は利息法によっております。 
 
 

(有価証券関係) 

 
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度 
(平成17年４月30日) (平成18年４月30日) (平成17年10月31日) 

有価証券を保有しておりませんの

で、該当事項はありません。 

同左 同左 
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(デリバティブ取引関係) 

 
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 
(平成17年４月30日) (平成18年４月30日) (平成17年10月31日) 

デリバティブ取引を利用しておりま

せんので、該当事項はありません。 

同左 同左 

 
 

(持分法損益等) 

 
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年10月31日) 

当社には、関連会社がないため、該

当事項はありません。 

同左 同左 

 

(１株当たり情報) 

 
前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年10月31日) 

１株当たり純資産額 11,412円11銭 １株当たり純資産額 21,639円59銭 １株当たり純資産額 27,274円06銭

   

１株当たり中間純利
益 

１株当たり当期純利益 
１株当たり中間純利益 1,601円45銭 △5,634円48銭 3,732円83銭

金額 
  

 
 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、新株予約権の残高

がありますが、当社の株式は非上場

であり、期中平均株価が算定できま

せんので記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、新株予約権の残高

はありますが、１株当たり中間純損

失であるため、記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株 
3,691円36銭

当たり当期純利益金額 
 

 また、当社は、平成16年12月17日

付けで普通株式１株につき10株の株

式分割を行っております。当該株式

分割が前事業年度の期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度の１株

当たり情報については、それぞれ下

記の通りであります。 

  平成16年12月17日現在の株主名簿

に記載された株主の所有株式数を１

株につき10株の割合をもって分割し

ております。 

 ① 分割により増加する株式数 

   普通株式10,260株 

 ② 配当起算日 

１株当たり純資産額 9,810円65銭    平成16年11月１日 

１株当たり当期純利益  前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における１株当たり

情報の各数値はそれぞれ下記の通り

であります。 

5,289円34銭
金額 

潜在株式調整後１株 
―円

当たり中間純利益金額 
 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

１株当たり純資産 
9,810円65銭

額 

１株当たり当期純 
5,289円34銭

利益金額 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純 ─円
利益金額 
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(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

項目 (自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年10月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額  

中間損益計算書上の中間(当期)
純利益(千円) 

18,256 △71,557 43,179

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) 

18,256 △71,557 43,179

普通株式の期中平均株式数(株) 11,400 12,700 11,567

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益金額(千円) 

 

中間(当期)純利益調整額(千円) ─ ─ ─

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益の算定に用いられ
た普通株式増加数の主要な内訳
(株) 

 
 
 
 

新株予約権 ─ ─ 130

普通株式増加数(株) ─ ─ 130

第１回新株予約権(平
成16年12月28日定時
株主総会決議) 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)
純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要 

第１回新株予約権(平
成16年12月28日定時
株主総会決議) 

新株予約権の数232個 
─

第２回新株予約権(平
成18年１月27日定時
株主総会決議) 

新株予約権の数288個

新株予約権の数182個 

 

(重要な後発事象) 

 
前事業年度 当中間会計期間 前中間会計期間 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 (自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 至 平成18年４月30日) 至 平成17年４月30日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません 該当事項はありません 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

 (1) 商品仕入実績 

当事業年度における仕入実績は次の通りであります。 

 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 区分 

仕入高(千円) 割合(％) 前年同期比(％) 

中古バイク 875,766 99.6 132.3 

部品その他 3,941 0.4 133.7 

合計 879,707 100.0 132.3 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売実績 

当社は中古バイクの買取り、販売という一事業を営んでおり、事業部門、品目区分はありません。 

当社における形態別販売実績を示すと次の通りであります。 

 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 区分 

販売高(千円) 割合(％) 前年同期比(％) 

オークション 1,257,422 93.9 129.5 

直接販売その他 81,999 6.1 48.7 

合計 1,339,421 100.0 117.5 

(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりです。 

 

 

前中間会計期間 当中間会計期間 
(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 
至 平成17年４月30日) 至 平成18年４月30日) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱ビーディーエス 1,256,802 93.8 972,989 85.4 

36,335 2.7 関東買取センター㈲ 139,400 12.2 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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