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平成18年９月期 第３四半期財務・業績の概況(連結) 

 

平成18年８月15日 

上場会社名 ジャパンベストレスキューシステム株式会社          (コード番号 2453 東証マザーズ) 

（ＵＲＬ http://www.jbr.co.jp） 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役   榊原 暢宏 

 責任者役職・氏名 取締役管理部長 鈴木 良夫     TEL:（052）883－0850 

 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 有 

連結（新規） １社     JBR Motorcycle株式会社 

持分法（新規）３社     株式会社ハウスドクター、ジャパンロックレスキューサービス株式会社、

株式会社バイクブロス 

④ 会計監査人の関与                 ： 有 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のため

の手続きを受けております。 

 

２．平成18年９月期第３四半期財務・業績の概況(平成17年10月１日～平成18年６月30日) 

(1) 連結経営成績の進捗状況 

（百万円未満切捨） 
 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年９月期第３四半期 3,500 （―） 320 （―） 311 （―） 182 （―） 

平成17年９月期第３四半期 ― （―） ― （―） ― （―） ― （―） 

(参考)平成17年９月期 ― （―） ― （―） ― （―） ― （―） 

 

 
1株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

平成18年９月期第３四半期 5,833 27 5,596 84 

平成17年９月期第３四半期 ―  ―  

(参考)平成17年９月期 ―  ―  

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

２．平成17年９月期第３四半期及び平成17年９月期（通期）については連結財務諸表を作成していないため、

記載を省略しております。 

３．平成18年２月20日をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、当第

３四半期の１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。 

 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期における我が国経済は、大企業・製造業の設備投資の増加や雇用環境の改善等をはじめとして、全国的

に景気改善傾向の持続がみられましたが、原油価格の高どまりや米国経済の先行き等の不安材料も依然として存在して

おります。 

このような状況の中で当社グループは、コールセンター事業におきましては、各種広告等の反響から、一般顧客のお

問い合わせが増加し、作業件数とも堅調に推移してまいりました。会員事業におきましては、賃貸住宅入居者向け「安

心入居サポート」が春の入居シーズンを迎えたこともあり、入会者数が大幅に増加し、順調に推移しております。企業

提携事業におきましては、株式会社INAXと共同出資で設立した株式会社水の救急車の水まわり事業が順調に推移し、賃

http://www.jbr.co.jp/
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貸管理会社向けの24時間365日緊急対応付きコールセンターの契約も増加しました。この結果、当第３四半期売上高は

3,500百万円となりました。 

なお、平成18年４月１日に設立した新会社JBR Motorcycle株式会社に、バイクユーザーを対象顧客としたバイク会員

事業部門を継承させました。 

このような状況において当社グループの営業利益は320百万円、経常利益は311百万円、第３四半期純利益は182百万

円となりました。 

 

事業区分別の業績は、次のとおりであります。 

 

① コールセンター事業 

コールセンター事業におきましては、バイク部門の売上が18百万円、カギ部門の売上が82百万円、パソコンサー

ビス部門の売上が24百万円となりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、210百万円となり、営業利益は80百万円となりました。 

 

② 会員事業 

会員事業におきましては、バイク会員事業の売上が427百万円、安心入居サポートの売上が428百万円、学生生活

110番の売上が29百万円と好調に推移しました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は886百万円となり、営業利益は335百万円となりました。 

 

③ 企業提携事業 

企業提携事業におきましては、旭硝子ガラスの救急車事業の売上が730百万円、水の救急車事業の売上が783百万

円と好調に推移し、提携するコールセンター受託企業数は当第３四半期連結会計期間末現在で80社になりました。 

この結果、売上高は2,131百万円となり、営業利益は146百万円となりました。 

 

④ 加盟店事業 

加盟店事業におきましては、プロモーション業務による加盟店の売上が123百万円となりましたが、生活救急車

全般のプロモーションに関連する広告宣伝費を当セグメントで負担しているため、当事業の売上高は133百万円と

なり、営業損失は180百万円となりました。なお、当第３四半期連結会計期間現在、当社グループ加盟店は380拠点

であります。 

 

⑤ その他の事業 

その他の事業におきましては、当第３四半期連結会計期間の売上高は145百万円となり、営業利益は224千円とな

りました。 

 

※ なお、第３四半期連結会計期間は四半期財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較を行っておりませ

ん。（以下「連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等」においても同じであります。） 

 

(2) 連結財政状態の変動状況 

（百万円未満切捨） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年９月期第３四半期 2,719 1,462 51.0 43,018 33 

平成17年９月期第３四半期 ― ― ― ―  

(参考)平成17年９月期 ― ― ― ―  

（注）平成17年９月期第３四半期及び平成17年９月期（通期）については、連結財務諸表を作成していないため、記載を

省略しております。 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（百万円未満切捨） 

 
営業活動による 

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９月期第３四半期 260 △623 609 1,291 

平成17年９月期第３四半期 ― ― ― ― 

(参考)平成17年９月期 ― ― ― ― 
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（注）平成17年９月期第３四半期及び平成17年９月期（通期）については、連結財務諸表を作成していないため、記載を

省略しております。 

 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、法人税等の支払額185百万円、投資有価証券の取

得による支出481百万円等があったものの、短期借入金500百万円の借入、子会社JBR Motorcycle株式会社での第三者割

当による株式の払い込みによる収入148百万円等により、1,291百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当第３四半期の営業活動の結果、獲得した資金は260百万円となりました。これは主に税金等調整前第３四半期純利

益322百万円を計上したものの、法人税等の支払額185百万円等があったためです。 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

当第３四半期の投資活動の結果、支出した資金は623百万円となりました。これは主に株式会社バイクブロスへの出

資319百万円など投資有価証券取得による支出481百万円、販売用遠隔パソコン操作サービスライセンス等の無形固定資

産の取得による支出127百万円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

当第３四半期の財務活動の結果、獲得した資金は609百万円となりました。これは主に短期借入金の借入500百万円に

よるものです。 

 

３．平成18年9月期の連結業績予想(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 

 百万円 百万円 百万円

通 期 4,606 434 252 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）7,830円22銭 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

当期の見通しにつきましては、第３四半期は概ね期初予想通りに推移しております。コールセンター作業件数は堅調

に増加しており、また、会員事業では賃貸住宅入居者向け「安心入居サポート」が順調に推移し、企業提携事業では水

まわり事業が拡大しております。第３四半期及び通期とも当初計画通りであります。 

 

※ 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当社で判断したものであり、リスクや不確定な要素

が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。 
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４．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円) 
  当第３四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額 構成比 

(資産の部)  
 ％

Ⅰ 流動資産  

1.現金及び預金  1,291,477

2.売掛金  347,992

3.たな卸資産  21,244

4.その他  231,507

貸倒引当金  △30,561

流動資産合計  1,861,661 68.5

Ⅱ 固定資産  

1.有形固定資産 ※1 45,333

2.無形固定資産  137,243

3.投資その他の資産  

(1）投資有価証券  500,549

(2）差入保証金  156,529

(3）その他  24,462

貸倒引当金  △9,261

投資その他の資産合計  672,279

固定資産合計  854,856 31.4

Ⅲ 繰延資産  2,886 0.1

資産合計  2,719,404 100.0
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(単位：千円) 
  当第３四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額 構成比

(負債の部)   ％

Ⅰ 流動負債  

1.買掛金  203,517

2.短期借入金  500,000

3.一年以内返済予定の長期借

入金 
 30,800

4.賞与引当金  2,339

5.会員引当金  69,119

6.その他 ※3 322,179

流動負債合計  1,127,956 41.5

  

Ⅱ 固定負債  

1.長期借入金  4,800

2.その他  124,193

固定負債合計  128,993 4.7

負債合計  1,256,950 46.2

  

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本  

1.資本金  461,537

2.資本剰余金  504,737

3.利益剰余金  420,205

株主資本合計  1,386,480 51.0

Ⅱ 少数株主持分  75,973 2.8

純資産合計  1,462,454 53.8

 負債・純資産合計  2,719,404 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 
  当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額 百分比

  ％

Ⅰ 売上高  3,500,858 100.0

Ⅱ 売上原価  2,184,240 62.4

売上総利益  1,316,617 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 996,563 28.5

営業利益  320,054 9.1

Ⅳ 営業外収益  

1.受取利息  65

2.受取賃貸料  1,585

3.受取手数料  3,933

4.過年度消費税等  780

5.その他  3,447 9,812 0.3

Ⅴ 営業外費用  

1.支払利息  2,241

2.新株発行費償却  2,014

3.持分法による投資損失  13,847

4.その他  209 18,312 0.5

経常利益  311,553 8.9

Ⅵ 特別利益  

1.保険解約益  18,789

2.投資有価証券売却益  7,896

3.その他  111 26,796 0.8

Ⅶ 特別損失  

1.関係会社株式評価損  3,499

2.固定資産除却損  876

3.過年度消費税等  11,497 15,873 0.5

税金等調整前四半期純利益  322,476 9.2

法人税、住民税及び事業税  147,189

法人税等調整額  △14,724 132,464 3.8

少数株主利益  7,173 0.2

第３四半期純利益  182,837 5.2
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年10月１日  至 平成18年６月30日） 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成17年９月30日残高（千円） 460,000 503,200 184,130 1,147,330 1,147,330

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行(新株予約権の行使) 1,537 1,537 3,075 3,075

剰余金の配当 △15,500 △15,500 △15,500

第３四半期純利益 182,837 182,837 7,173 190,011

連結子会社の増資による持分の増

加 
79,200 79,200 79,200

持分法適用範囲の変動による減少 △10,463 △10,463 △10,463

株主資本以外の項目の変動による

減少 
 68,800 68,800

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計（千円） 
1,537 1,537 236,074 239,149 75,973 315,123

平成18年６月30日残高（千円） 461,537 504,737 420,205 1,386,480 75,973 1,462,454
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 
  当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前第３四半期純利益 322,476 

減価償却費 43,724 

貸倒引当金の増減額(△：減少) 6,275 

賞与引当金の増減額(△：減少) △6,589 

会員引当金の増減額(△：減少) 22,658 

受取利息 △65 

支払利息 2,241 

持分法による投資損失 13,847 

有形固定資産除却損 876 

投資有価証券売却益 △7,896 

投資有価証券評価損 3,499 

売上債権の増減額(△：増加) △22,277 

たな卸資産の増減額(△：増加) 80,638 

差入保証金の増減額(△：増加) △72,774 

破産更生債権等の増減額(△：増加) △10,930 

仕入債務の増減額(△：減少) 23,133 

未払金の増減額(△：減少) △23,324 

前受収益の増減額(△：減少) 57,180 

長期前受収益の増減額(△：減少) 62,113 

その他 △48,539 

小   計 446,267 

利息及び配当金の受取額 2,705 

利息の支払額 △2,461 

法人税等の支払額 △185,566 

営業活動によるキャッシュ・フロー 260,946 

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 △20,757 

無形固定資産の取得による支出 △127,922 

投資有価証券の取得による支出 △481,550 

投資有価証券の売却による収入 12,846 

貸付けによる支出 △8,000 

貸付金の回収による収入 1,478 

投資活動によるキャッシュ･フロー △623,904 
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  当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

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) 500,000 

長期借入金の返済による支出 △25,200 

株式の発行による収入 3,075 

少数株主からの株式の払込による収入 148,000 

配当金の支払額 △15,187 

その他 △1,516 

財務活動によるキャッシュ･フロー 609,171 

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) 246,212 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,045,264 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※ 1,291,477 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要事項 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社 ２社 

 主要な連結子会社の名称 

 JBR Bike Relations株式会社、JBR Motorcycle株式会社 

 JBR Motorcycle株式会社は平成18年４月１日付で当社のバイク会員事業

部門を分社化して設立したものです。 

２ 持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社数 ６社 

 セコムウィン株式会社、株式会社水の救急車、BLUE AMBULANCE株式会社、株

式会社ハウスドクター、ジャパンロックレスキューサービス株式会社、株式

会社バイクブロス 

 (2)株式会社ハウスドクター及びジャパンロックレスキューサービス株式会社

は、重要性が増加したため、また、株式会社バイクブロスは当第３四半期連

結会計期間において株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めておりま

す。 

(3)持分法適用会社のうち、第３四半期決算日が第３四半期連結決算日と異なる

会社については、各社の第３四半期会計期間に係る財務諸表を使用しており

ます。 

３ 連結子会社の四半期決算日等

に関する事項 

 

連結子会社のうちJBR Motorcycle株式会社の第３四半期決算日は、第３四半

期連結決算日と一致しております。JBR Bike Relations株式会社の第３四半期

決算日は平成18年４月30日であります。第３四半期連結財務諸表の作成にあた

っては、第３四半期決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、第３

四半期連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

 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 

 (ｲ)商品・・・・・・・・先入先出法による原価法によっております。 

 (ﾛ)製品・・・・・・・・総平均法による原価法によっております。 

 (ﾊ)貯蔵品・・・・・・・先入先出法による原価法によっております。 

 (2)重要な減価償却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とおりであります。 

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 

 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。 
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当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

 (3)重要な引当金の計上基準 

 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。 

 ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支払見込額に基づき当第３四半期連結

会計期間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いに備える

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。 

 (4)重要な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。 

 (5)その他の四半期連結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 

 税抜方法を採用しております。 

５ 四半期連結キャッシュ・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。 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額         34,927千円  

              

 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４行と当座貸越契約を締結しております。 

当第３四半期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。 

 

 

 

 

 

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

※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。 

 

 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

給与手当 247,639千円

広告宣伝費 195,607千円

通信費 146,360千円

支払手数料 123,030千円

賞与引当金繰入額 2,339千円

貸倒引当金繰入額 6,386千円 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

発行済株式 
当連結会計年度 

期首株式数 

当第３四半期連結 

会計期間増加株式数

当第３四半期連結 

会計期間減少株式数 

当第３四半期連結

会計期間末株式数

普通株式（株） 15,500 16,730 ― 32,230 
（注）１．当連結会計年度より連結会計を実施しておりますので、前連結会計年度末株式数については記載してお

りません。 

２．普通株式の発行済株式総数の増加16,730株は、平成18年２月20日効力発生の株式分割（１：２）による

増加15,500株、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加1,230株であります。 

３．当社は自己株式を保有しておりません。 

       

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数 
区

分 

新株予約権の 

内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 
当連結会計 

年度期首残高

当第３四半期

会計期間増加

当第３四半期

会計期間減少 

当第３四半期

会計期間末 

当第３四半期

会計期間末残高

(千円) 

第１回新株予約

権平成16年４月

25日 

普通株式 615 615 1,230 － －

第２回新株予約

権平成16年９月

14日 

普通株式 210 204 6 408 －

第３回新株予約

権平成16年９月

14日 

普通株式 96 96 － 192 －

提

出

会

社 

第４回新株予約

権平成17年12月

27日 

普通株式 － 401 － 401 －

合計 ― 921 1,316 1,236 1,001 － 
（注）１．当連結会計年度より連結会計を実施しておりますので、新株予約権の目的となる株式の数の前連結会

計年度末残高については、記載しておりません。 

２．第１回新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、権利行使によるものであります。 

３．第２回新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、権利放棄によるものであります。 

４．第１回、第２回及び第３回新株予約権の当第３四半期会計期間の増加は、平成18年２月20日効力発生

の株式分割（１：２）によるものであります。 

 

3.配当に関する事項 

  配当金の支払 

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当た

り配当額 
基準日 効力発生日 

平成17年12月27日 

定時株主総会決議 
普通株式 15,500千円 1,000円 平成17年９月30日 平成17年12月28日
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(四半期連結キャッシュ･フロー計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期連結会計期間末残高と第３四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成18年６月30日現在） 
現金及び預金勘定 1,291,477千円

現金及び現金同等物 1,291,477千円

 

 

(リース取引関係) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６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第３四半期末残高相当額 

(単位：千円) 

 
取得価額 

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

第３四半期末

残高 

相 当 額 

車両運搬具 3,544 1,181 2,363

工具器具 

及び備品 
32,855 18,684 14,171

ソフト 

ウェア 
17,633 9,231 8,402

合 計 54,034 29,097 24,937

 
②未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１ 年 内 11,766千円

１ 年 超 15,442千円

 計   27,209千円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 7,951千円

減価償却費相当額 8,018千円

支払利息相当額 974千円 

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。 

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。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

2. オペレーティング・リース取引 

―― 
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(有価証券関係) 

当第３四半期連結会計期間末（平成18年６月30日） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

(単位：千円) 

種類 第３四半期連結貸借対照表計上額 

その他の有価証券  

非上場株式 115,300 

関連会社株式 385,249 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日) 

当社グループは、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。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年10月１日  至 平成18年６月30日） 
（単位：千円） 

 
コールセン

ター事業 
会員事業

企業提携

事 業
加盟店事業

その他の

事 業
計 

消去又は

全 社
連 結

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 210,872 886,166 2,124,482 133,699 145,636 3,500,858 － 3,500,858

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― ― 6,900 ― ― 6,900 △6,900 ―

計 210,872 886,166 2,131,382 133,699 145,636 3,507,758 △6,900 3,500,858

営業費用 130,669 550,505 1,985,207 313,828 145,411 3,125,622 55,181 3,180,804

営業利益（又は営業損失△） 80,203 335,661 146,175 △180,128 224 382,135 △62,081 320,054

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類、性質の類似性を勘案して５つに分

類しました。 

２．各事業区分の主な内容 

 主要事業 

コールセンター事業 
バイク・自動車ロードサービス、カギ、水まわり、各種クリーニングに関するコールセン

ター 

会員事業 

バイクよくばりあんしん倶楽部、JBR Motorcycleバイクレスキューシステム、新Honda 

DREAM盗難補償システム会員、Honda Motorcycle盗難補償システム会員、Club YAMAHA盗難

補償システム会員、学生生活110番、安心入居サポート等 

企業提携事業 ガラス、水まわり等の包括提携事業、法人向けコールセンター 

加盟店事業 広告宣伝等のプロモーション業務による売上、カギのシリンダー等の販売 

その他の事業 シンプルセキュリティ、駅前ビジネス、生活救急車ライフサポートスクール、その他 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は62,081千円であり、主なもの

は、親会社の本社管理部総務グループおよび経理グループ等の管理部門に係わる費用です。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年10月１日  至 平成18年６月30日）において、本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び在外支店がないため、当該事項はありません。 

 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成17年10月１日  至 平成18年６月30日）において、海外売上高がないため、当

該事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 43,018円 33銭 

１株当たり第３四半期純利益 5,833円 27銭 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益 

 

5,596円 84銭 

 

（注）１株当たり第３四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

１株当たり第３四半期純利益  

第３四半期純利益 (千円) 182,837 

普通株主に帰属しない金額(千円) ―  

普通株式に係る第３四半期純利益(千円) 182,837 

期中平均株式数(株) 31,344 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益  

第３四半期純利益調整額(千円) 182,837 

普通株式増加数(株) 1,324 

（うち新株予約権） （1,324） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第３四半期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

―――― 

 

 

(重要な後発事象) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年６月30日) 

 

――― 

 



 
－18－ 

 
平成18年９月期 第３四半期財務・業績の概況(個別) 

 

平成18年８月15日 

上場会社名 ジャパンベストレスキューシステム株式会社          (コード番号 2453 東証マザーズ) 

（ＵＲＬ http://www.jbr.co.jp） 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役   榊原 暢宏 

 責任者役職・氏名 取締役管理部長 鈴木 良夫     TEL:（052）883－0850 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準            ： 中間財務諸表作成基準 

② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

③ 会計監査人の関与                ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための

手続きを受けております。 

 

２．平成18年９月期第３四半期財務・業績の概況(平成17年10月１日～平成18年６月30日) 

(1) 経営成績の進捗状況 

（百万円未満切捨） 
 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年９月期第３四半期 3,357 (26.6) 279 (32.9) 298 (35.3) 192 (72.2)

平成17年９月期第３四半期 2,652 (―) 210 (―) 220 (―) 111 (―)

(参考)平成17年９月期 3,629  261  240  121  

 

 
1株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

平成18年９月期第３四半期 6,145 69 5,896 60 

平成17年９月期第３四半期 8,285 37 ― ― 

(参考)平成17年９月期 8,909 09 8,385 29 

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

２．平成18年２月20日をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、当 
  第 3 四半期の１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。 

 

(2) 財政状態の変動状況 

（百万円未満切捨） 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年９月期第３四半期 2,525 1,327 52.6 41,189 47

平成17年９月期第３四半期 1,357 714 52.6 52,906 72

(参考)平成17年９月期 1,824 1,147 62.9 74,021 35

 

http://www.jbr.co.jp/
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(3) 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 

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９月期第３四半期 ― ― ― ― 

平成17年９月期第３四半期 215 △51 △226 636 

(参考)平成17年９月期 245 △85 185 1,045 

（注）平成18年９月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期会計期間のキャッシュ・フ

ローの状況については、「平成18年９月期第３四半期財務・業績の概況（連結）」に記載しております。 

 
 

３．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 

 百万円 百万円 百万円

通 期 4,344 402 233 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   7,229円28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当社で判断したものであり、リスクや不確定な要素

が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。 

 

 

４．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

平成17年９月期 ― 1,000 1,000 

平成18年９月期(実績) ― ―  

平成18年９月期(予想) ― 500 500 
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５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円) 
  前第３四半期会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

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 構成比 金額 構成比 金額 構成比

(資産の部)   ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産     

1.現金及び預金  636,802 1,112,875  1,045,264 

2.受取手形  169 ―  ― 

3.売掛金  310,369 316,896  325,715 

4.たな卸資産  94,611 21,244  101,883 

5.その他  112,374 171,993  145,587 

貸倒引当金  △27,684 △30,447  △33,547 

流動資産合計   1,126,642 83.0 1,592,562 63.1  1,584,904 86.9

Ⅱ 固定資産     

1.有形固定資産 ※1 28,727 43,902  33,574 

2.無形固定資産  45,500 132,654  44,923 

3.投資その他の 

 資産 
    

(1)関係会社株式  ― 412,200  48,500 

(2)差入保証金  85,295 156,529  83,754 

(3)その他  69,386 193,762  25,205 

貸倒引当金  ― △9,261  ― 

計  154,681 753,230  157,460 

固定資産合計   228,909 16.9 929,787 36.8  235,958 12.9

Ⅲ 繰延資産   2,146 0.1 2,886 0.1  3,384 0.2

資産合計   1,357,697 100.0 2,525,236 100.0  1,824,246 100.0
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(単位：千円) 
  前第３四半期会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

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 構成比 金額 構成比 金額 構成比

(負債の部)   ％  ％   ％

Ⅰ 流動負債     

1.買掛金  164,805 181,055  180,384 

2.短期借入金  ― 500,000  ― 

3.一年以内返済予

定の長期借入金 
 33,600 30,800  30,800 

4.未払金  130,293 78,244  106,324 

5.未払法人税等  103,736 58,150  126,000 

6.賞与引当金  1,564 2,339  8,928 

7.会員引当金  31,683 43,498  46,461 

8.その他 ※3 77,873 174,617  85,937 

流動負債合計   543,557 40.0 1,068,706 42.3  584,835 32.1

Ⅱ 固定負債     

1.長期借入金  35,600 4,800  30,000 

2.その他  64,299 124,193  62,080 

固定負債合計   99,899 7.4 128,993 5.1  92,080 5.0

負債合計   643,456 47.4 1,197,699 47.4  676,915 37.1

     

(資本の部）     

Ⅰ 資本金   290,000 21.4 ― ―  460,000 25.2

Ⅱ 資本剰余金     

1.資本準備金  250,000 ―  503,200 

資本剰余金合計   250,000 18.4 ― ―  503,200 27.6

Ⅲ 利益剰余金     

1.第３四半期 

  (当期)未処分利益 
 174,240 ―  184,130 

利益剰余金合計   174,240 12.8 ― ―  184,130 10.1

資本合計   714,240 52.6 ― ―  1,147,330 62.9

負債・資本合計   1,357,697 100.0 ― ―  1,824,246 100.0
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(単位：千円) 
  前第３四半期会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

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 構成比 金額 構成比 金額 構成比

(純資産の部)   ％  ％   ％

Ⅰ 株主資本    

1.資本金   ― ― 461,537 18.3  ― ―

2.資本剰余金    

 (1)資本準備金  ― 504,737 ― 

 (2)その他資本 

  剰余金 
 ― ― ― 

 資本剰余金合計   ― ― 504,737 20.0  ― ―

3.利益剰余金    

 (1)その他 

  利益剰余金 
   

   繰越利益 

  剰余金 
 ― 361,261 ― 

 利益剰余金合計   ― ― 361,261 14.3  ― ―

株主資本合計   ― ― 1,327,536 52.6  ― ―

純資産合計   ― ― 1,327,536 52.6  ― ―

 負債・純資産合計   ― ― 2,525,236 100.0  ― ―
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(2) 四半期損益計算書 

(単位：千円) 
  前第３四半期会計期間 

(自 平成16年10月1日 

  至 平成17年６月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年10月1日 

  至 平成18年６月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成17年10月1日 

  至 平成18年９月30日) 

区分 
注記

番号
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

   ％ ％  ％

Ⅰ 売上高   2,652,610 100.0 3,357,172 100.0  3,629,186 100.0

Ⅱ 売上原価   1,557,729 58.7 2,108,479 62.8  2,170,476 59.8

売上総利益   1,094,881 41.3 1,248,693 37.2  1,458,709 40.2

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費 
  884,656 33.4 969,289 28.9  1,197,008 33.0

営業利益   210,225 7.9 279,404 8.3  261,701 7.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  12,609 0.5 23,128 0.7  15,516 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※2  2,547 0.1 4,464 0.1  36,945 1.0

経常利益   220,287 8.3 298,067 8.9  240,272 6.6

Ⅵ 特別利益 ※3  100 0.0 26,685 0.8  100 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4  5,218 0.2 15,873 0.5  5,218 0.1

税引前第３四半

期（当期）純利

益 

  215,168 8.1 308,879 9.2  235,153 6.5

法人税、住民税

及び事業税 
 119,710 118,442 139,545 

法人税等調整額  △16,394 103,315 3.9 △2,194 116,248 3.5 △26,134 113,411 3.1

第３四半期（当

期）純利益 
  111,852 4.2 192,630 5.7  121,742 3.4

前期繰越利益   62,388 ―  62,388

第３四半期（当

期）未処分利益 

 
 174,240 ―  184,130
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 

当第３四半期会計期間（自 平成17年10月１日  至 平成18年６月30日） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

 
資本金 資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金

その他

利益 

剰余金

利益 

剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

純資産合計

平成 17 年９月 30

日残高（千円） 
460,000 503,200 ― 503,200 ― 184,130 184,130 1,147,330 1,147,330

第３四半期会計期

間中の変動額 
   

新株の発行 

(新株予約権の行

使) 

1,537 1,537 1,537  3,075 3,075

剰余金の配当  △15,500 △15,500 △15,500 △15,500

第３四半期純利益  192,630 192,630 192,630 192,630

第３四半期会計期

間中の変動額合計

（千円） 

1,537 1,537 1,537 177,130 177,130 180,205 180,205

平成 18 年６月 30

日残高（千円） 
461,537 504,737 ― 504,737 ― 361,261 361,261 1,327,536 1,327,536
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

平成 18 年９月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期会計期間のキャッシュ・フロー

の状況については、第３四半期連結財務諸表に記載しております。 

(単位：千円) 
  

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年10月1日 

至 平成17年６月30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 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前第３四半期（当期）純利益 215,168 235,153

減価償却費 7,798 13,622

貸倒引当金の増減額(△：減少) △18,396 △12,534

賞与引当金の増減額(△：減少) △3,435 3,928

会員引当金の増減額(△：減少) 31,683 46,461

受取利息及び受取配当金 △1 △2

支払利息 1,152 1,462

売上債権の増減額(△：増加) △34,818 △50,883

たな卸資産の増減額(△：増加) △5,182 △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) 29,823 45,402

未払金の増減額(△：減少) 29,437 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 △18,528 △33,291

小   計 256,440 284,642

利息及び配当金の受取額 1 2

利息の支払額 △1,264 △1,404

法人税等の支払額 △39,854 △37,426

営業活動によるキャッシュ・フロー 215,323 245,813

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 △9,838 △17,377

無形固定資産の取得による支出 △11,895 △38,806

投資有価証券の取得による支出 △5,900 △5,900

関係会社株式の取得による支出 △23,500 △23,500

投資活動によるキャッシュ･フロー △51,134 △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 △25,200 △33,600

株式の発行による収入 ― 419,588

その他 △1,234 ―

財務活動によるキャッシュ･フロー △226,434 185,988

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） △62,245 346,217

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第３四半期末(期末)残高 ※ 636,802 1,045,264
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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。 

(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 

(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 

 (3）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。 

④ 

―――― 

(3）たな卸資産 

①商品 

同左 

 

②製品 

同左 

 

③ 

―――― 

 

 ④貯蔵品 

  先入先出法による原価法

 によっております。 

(3）たな卸資産 

①商品 

同左 

 

②製品 

同左 

 

③ 

―――― 

 

 ④貯蔵品 

同左 

 

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とおり

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 
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項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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）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。 

(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。 

(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。

（3）長期前払費用 

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 

 （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

基づき当第３四半期会計

期間負担額に見合う額を

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 
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項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

５．四半期キャッシ

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．その他四半期財務

諸表（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 

 税抜方式を採用しており

ます。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

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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会計処理方法の変更 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は1,327百万円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当第３四半期会計期間における貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、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。 

―――― 
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表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

―――― （四半期貸借対照表） 

 「関係会社株式」は、前第３四半期

まで、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示していましたが、当第３

四半期末において資産の総額の100分

の５を超えたため、区分掲記しまし

た。 

 なお、前第３四半期末の「関係会社

株式」の金額は48,500千円でありま

す。 

―――― 
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追加情報 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

 バイク会員及び入居安心サービス会

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26,465千円、税引前第３

四半期純利益は31,683千円少なく計上

されております。 

 

――――  バイク会員及び入居安心サービス会

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、税引前第３四

半期純利益は46,461千円少なく計上さ

れております。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年６月30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 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 

29,180千円  34,659千円 32,760千円

 2 当座貸越契約  2 当座貸越契約  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。 

当第３四半期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。 

当第３四半期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。 

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   当座貸越極度額

の総額 

1,350,000千円  当座貸越極度額

の総額 

1,250,000千円

 借入実行残高 ― 千円   借入実行残高 500,000千円  借入実行残高 ― 千円

 差引額 1,250,000千円   差引額 850,000千円  差引額 1,250,000千円

   

※3 消費税等の取扱い ※3 消費税等の取扱い ※3  

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。 

 

同左 ―――― 
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（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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   受取利息 65千円  受取利息 2千円

 受取賃貸料 2,217千円   受取手数料 3,933千円  受取手数料 735千円

 受取キャンセル料 7,041千円   受取賃借料 1,585千円  受取賃借料 2,649千円

     出向者給与受入額 11,571千円  受取キャンセル料 7,041千円

       保険解約差益 2,616千円

       

※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 1,152千円   支払利息 2,241千円  支払利息 1,462千円

 新株発行費償却 1,040千円   新株発行費償却 2,014千円  新株発行費償却 2,180千円

       株式公開費用 32,018千円

         

※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 

 貸倒引当金戻入 100千円   保険解約益 18,789千円  ― 

     投資有価証券売却益 7,896千円   

        

※4 特別損失の主要項目 ※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 過年度会員引当金

繰入額 

5,218千円   

過年度消費税等 11,497千円

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 6,074千円   有形固定資産 7,853千円  有形固定資産 9,654千円

 無形固定資産 1,724千円   無形固定資産 35,377千円  無形固定資産 3,967千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 
前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 
――――  自己株式の種類及び株式数に関する

事項 
 該当事項はありません。 
 

―――― 
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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第3四

半期末残高相当額 

（単位：千円） 

(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 

（単位：千円）

(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 

（単位：千円）
 

 

取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

第3四

半期末

残高相

当額 

車両 

運搬具 
3,545 3,072 472 

工具器

具及び

備品 

32,855 13,095 19,760 

ソフト

ウェア 
12,350 5,969 6,380 

合計 48,750 22,136 26,613 

 

 

 

取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

第3四

半期末

残高相

当額 

車両 

運搬具
3,544 1,181 2,363

工具器

具及び

備品 

32,855 18,684 14,171

ソフト

ウェア
17,633 9,231 8,402

合計 54,034 29,097 24,937

 

 

 

取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

期末残

高相当

額 

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）未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

(2）未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 8,513千円

１年超 19,232千円

 計 27,746千円
  

 
１年内 11,766千円

１年超 15,442千円

 計 27,209千円
  

 
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 7,620千円

減価償却費相当額 6,272千円

支払利息相当額 1,070千円
 

  
支払リース料 7,951千円

減価償却費相当額 8,018千円

支払利息相当額 974千円
 

  
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 

 

―――― 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

 

 

―――― 

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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（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

前第３四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

種類 

第３四半期貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

(1）その他の有価証券   

  非上場株式 5,900千円 5,900千円 

(2）関連会社株式 48,500千円 48,500千円 

合計 54,400千円 54,400千円 

 

当第３四半期会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成することとなりましたので、当第３四半期会計期間末におけ

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四半期連結財務諸表の

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。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

  前第３四半期会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年６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。 

 

  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。 

 

  当第３四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日） 

   当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成することとなりましたので、当第３四半期会計期間における

デリバティブ取引に関する注記については四半期連結財務諸表の注記として記載しております。 
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（持分法損益等） 

  当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成することとなりましたので、当第３四半期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 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年６月30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 48,500千円 48,500千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 37,718千円 38,036千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 △11,499千円 △11,180千円 
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（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
 至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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 52,906円 72銭 １株当たり純資産額 41,189円 47銭 １株当たり純資産額 74,021円 35銭

１株当たり 

第３四半期純利益 
8,285円 37銭 

１株当たり 

第３四半期純利益 
6,145円 69銭

１株当たり 

当期純利益 
8,909円 09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会計年度における

1株当たり情報については以下のとお

りとなります。 

 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会計年度における

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株当たり純資産額 44,621円 35銭

１株当たり 

当期純利益 
2,319円 16銭 

１株当たり 

当期純利益 
22,319円 16銭

 

 当社は、平成18年２月20日付で普通

株式１株につき普通株式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第３四半期会

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。 

前第３四半期会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

26,453円36銭 37,010円68銭

１株当たり 

第３四半期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

4,142円69銭 4,454円55銭

潜在株式調整後１株

当たり第３四半期 

純利益 

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。 

4,192円65銭

 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期 

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。 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

5,896円 60銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

8,385円 29銭
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 （注） １株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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株当たり当期純利益    

第３四半期（当期）純利益 111,852千円 192,630千円 121,742千円 

普通株主に帰属しない金額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

普通株式に係る第３四半期

(当期)純利益 
111,852千円 192,630千円 121,742千円 

期中平均株式数 13,500株 31,344株 13,665株 

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期（当期）純利益
― 5,896円60銭 8,385円29銭 

第３四半期（当期）純利益

調整額 
― ― ― 

普通株式増加数 

（うち新株予約権） 
― 

1,324個 

(1,324個) 

854個 

(854個) 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり第３四半期（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）

 

― ― 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30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) 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 JBR Bike Relations株式会社 

 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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前第３四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30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 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
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前第３四半期会計期間 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

  (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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前第３四半期会計期間 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年６月30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。 

  

新規発行株式数 × 

１株当たり払込金額
既発行 

株式数 
＋ 

１株当たりの時価 調整後

払込

金額

＝

調整前 

払込 

金額 

× 
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 

 

 

 


	 注記事項

