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１．平成18年９月期の業績（平成17年10月１日～平成18年９月30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 ％

18年９月期 4,330 19.3 353 35.2 385 60.3

17年９月期 3,629 35.0 261 249.2 240 198.3

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 239 96.8 7,588 59 7,339 61 18.9 16.6 8.9

17年９月期 121 337.3 8,909 09 8,385 29 13.9 15.8 6.6

（注）①期中平均株式数 18年９月期 31,572株 17年９月期 13,665株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）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 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

18年９月期 2,809 1,388 49.4 42,968 77

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９月期 32,314株 17年９月期 15,500株

②期末自己株式数 18年９月期 －株 17年９月期 －株

２．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19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

中間期 2,306 206 119

通期 4,481 353 203

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,459円77銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年９月期 － 1,000 1,000 15 12.7 1.4

18年９月期 － 500 500 16 6.7 1.2

19年９月期（予想） － 1,000 1,000    

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   1,045,264   1,288,422   

２　売掛金 ※２  325,715   338,497   

３　商品   29,755   19,311   

４　製品   72,028   －   

５　貯蔵品   100   58   

６　前払費用   40,616   94,082   

７　繰延税金資産   43,165   37,924   

８　立替金 ※２  61,244   52,905   

９　その他   561   14,788   

貸倒引当金   △33,547   △21,804   

流動資産合計   1,584,904 86.9  1,824,186 64.9 239,282

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※１        

(1）建物   1,660   18,316   

(2）構築物   390   310   

(3）機械及び装置   292   －   

(4）車両運搬具   8,114   3,524   

(5）工具器具及び備品   23,116   19,730   

有形固定資産合計   33,574 1.8  41,881 1.5 8,306

－ 2 －



  
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２　無形固定資産         

(1）商標権   2,070   1,825   

(2）ソフトウェア   36,685   100,785   

(3）電話加入権   6,168   6,168   

(4）ソフトウェア
仮勘定

  －   23,032   

無形固定資産合計   44,923 2.5  131,812 4.7 86,888

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   5,900   174,600   

(2）関係会社株式   48,500   468,700   

(3）出資金   10   10   

(4）長期貸付金   －   4,389   

(5）破産更生債権等   －   2,421   

(6）長期前払費用   1,861   3,257   

(7）繰延税金資産   －   2,362   

(8）差入保証金   83,754   156,454   

(9）保険積立金   17,434   －   

貸倒引当金   －   △2,439   

投資その他の資産
合計

  157,460 8.6  809,756 28.8 652,295

固定資産合計   235,958 12.9  983,449 35.0 747,490

Ⅲ　繰延資産         

１　新株発行費   3,384   2,214   

繰延資産合計   3,384 0.2  2,214 0.1 △1,169

資産合計   1,824,246 100.0  2,809,850 100.0 985,603
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金 ※２  180,384   186,156   

２　短期借入金   －   700,000   

３　１年以内返済予定の
長期借入金

  30,800   30,000   

４　未払金   106,324   65,090   

５　未払費用   1,003   1,443   

６　未払法人税等   126,000   103,290   

７　未払消費税等   19,114   19,916   

８　預り金   35,838   36,569   

９　前受収益 ※２  29,938   98,615   

10　賞与引当金   8,928   9,235   

11　会員引当金   46,461   49,651   

12　その他   41   991   

流動負債合計   584,835 32.1  1,300,958 46.3 716,123

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   30,000   －   

２　長期前受収益   62,080   120,399   

固定負債合計   92,080 5.0  120,399 4.3 28,318

負債合計   676,915 37.1  1,421,357 50.6 744,441

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  460,000 25.2  － － △460,000

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  503,200   －    

資本剰余金合計   503,200 27.6  － － △503,200

Ⅲ　利益剰余金         

１　当期未処分利益  184,130   －    

利益剰余金合計   184,130 10.1  － － △184,130

資本合計   1,147,330 62.9  － － △1,147,330

負債資本合計   1,824,246 100.0  － － △1,824,246
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１.資本金   － －  468,537 16.7 468,537

２.資本剰余金         

　(1)資本準備金  －   511,737    

 　資本剰余金合計   － －  511,737 18.2 511,737

３.利益剰余金         

(1)その他利益剰余金         

 　　繰越利益剰余金  －   408,217    

 　利益剰余金合計   － －  408,217 14.5 408,217

株主資本合計   － －  1,388,492 49.4 1,388,492

純資産合計   － －  1,388,492 49.4 1,388,492

負債純資産合計   － －  2,809,850 100.0 2,809,850
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  3,629,186 100.0  4,330,532 100.0 701,346

Ⅱ　売上原価 ※２  2,170,476 59.8  2,712,534 62.6 542,057

売上総利益   1,458,709 40.2  1,617,998 37.4 159,289

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　広告宣伝費  308,840   235,908    

２　通信費  168,370   201,436    

３　役員報酬  47,050   46,140    

４　給与手当  260,660   322,105    

５　賞与  11,298   16,457    

６　賞与引当金繰入額  8,928   9,235    

７　法定福利費  35,075   38,626    

８　支払手数料  129,457   146,590    

９　賃借料  61,592   74,638    

10　減価償却費  12,014   19,430    

11　貸倒引当金繰入額  12,851   12,856    

12　その他  140,867 1,197,008 33.0 140,784 1,264,210 29.2 67,202

営業利益   261,701 7.2  353,788 8.2 92,086

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  2   127    

２　受取配当金  －   3,300    

３　受取手数料  753   4,400    

４　受取賃貸料  2,649   2,831    

５　受取キャンセル料  7,041   －    

６　保険解約差益  2,616   －    

７　出向負担金受入額  －   23,142    

８　その他  2,453 15,516 0.4 4,117 37,919 0.9 22,403

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  1,462   3,760    

２　新株発行費償却  2,180   2,685    

３　株式公開費用  32,018   －    

４　その他  1,284 36,945 1.0 80 6,526 0.2 △30,418

経常利益   240,272 6.6  385,180 8.9 144,908
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前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

  １　固定資産売却益 ※３ －   200    

  ２　投資有価証券売却益  －   8,796    

  ３　保険解約益  －   23,459    

  ４　貸倒引当金戻入益  100 100 0.0 － 32,456 0.8 32,356

Ⅶ　特別損失         

１  過年度会員引当金繰入
額

 5,218   －    

２　固定資産除却損 ※４ －   1,276    

３　関係会社評価損  －   3,499    

４　過年度消費税等  － 5,218 0.1 11,823 16,599 0.4 11,380

税引前当期純利益   235,153 6.5  401,037 9.3 165,883

法人税、住民税及び事
業税

 139,545   158,572    

法人税等調整額  △26,134 113,411 3.1 2,878 161,450 3.8 48,039

当期純利益   121,742 3.4  239,586 5.5 117,844

前期繰越利益   62,388   ―   

当期未処分利益   184,130   ―   
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　商品売上原価       

１．期首商品たな卸高  16,214  29,755   

２．当期商品仕入高  75,111  67,737   

合計  91,325  97,492   

３．期末商品たな卸高  29,755  19,311   

当期商品売上原価  61,570 2.8 78,181 2.9 16,611

Ⅱ　製品売上原価       

１．期首製品たな卸高  53,162  72,028   

２．当期製品製造原価  35,285  －   

合計  88,448  72,028   

３．他勘定振替高  ※ 10,401  －   

４．期末製品たな卸高  72,028  －   

当期製品売上原価  6,018 0.3 72,028 2.7 66,009

Ⅲ　外注費  1,774,169 81.7 2,366,571 87.2 592,401

Ⅳ　会員引当金繰入額  41,242 1.9 26,800 1.0 △14,442

Ⅴ　支払保険料  287,475 13.3 141,203 5.2 △146,272

Ⅵ　減価償却費  － － 27,750 1.0 27,750

売上原価合計  2,170,476 100.0 2,712,534 100.0 542,057

       

 （注）

前事業年度

 （自　平成16年10月１日

　　至　平成17年９月30日）

当事業年度

 （自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

※ 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

   販売費及び一般管理費への振替高　10,401千円

 

――――――
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  19,380 54.9 － － △19,380

Ⅱ　労務費  780 2.2 － － △780

Ⅲ　経費 ※２ 15,125 42.9 － － △15,125

当期総製造費用  35,285 100.0 － － △35,285

期首仕掛品たな卸高  －  －  －

合計  35,285  －  △35,285

期末仕掛品たな卸高  －  －  －

当期製品製造原価  35,285  －  △35,285

       

　（注）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．原価計算の方法は総合原価計算を用いています。 １．　　　　　　　――――――

※２．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※２．　　　　　　　――――――

減価償却費 1,608千円

外注加工費 13,517千円

 

３．　　　　　　　―――――― ３．当事業年度は製品の製造を行っていませんので、該

当事項はありません。
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(3）キャッシュ・フロー計算書

 当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書は作成して

おりません。なお、当連結会計期間における連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、連結財務諸表に記載してお

ります。

 

  
前事業年度

（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  235,153

減価償却費  13,622

貸倒引当金の増減額（△：減少）  △12,534

賞与引当金の増減額（△：減少）  3,928

会員引当金の増減額（△：減少）  46,461

受取利息及び受取配当金  △2

支払利息  1,462

売上債権の増減額（△：増加）  △50,883

たな卸資産の増減額（△：増加）  △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

仕入債務の増減額（△：減少）  45,402

未払金の増減額（△：減少）  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  △33,291

小計  284,642

利息及び配当金の受取額  2

利息の支払額  △1,404

法人税等の支払額  △37,426

営業活動によるキャッシュ・フロー  245,813
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前事業年度

（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）

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  △17,377

無形固定資産の取得による支出  △38,806

投資有価証券の取得による支出  △5,900

関係会社株式の取得による支出  △23,500

投資活動によるキャッシュ・フロー  △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

長期借入金の返済による支出  △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  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）  346,217

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  699,047

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,045,264
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(4）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

 利益処分計算書

  
前事業年度

（平成17年12月27日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   184,130

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金   15,500

Ⅲ　次期繰越利益   168,630

    

 （注）日付は株主総会承認年月日であります。

 

 

 株主資本等変動計算書

  　　　当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

純資産合計 
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計 資本準備金

 

資本剰余金
合計
 

 その他
利益剰余金 利益剰余金

合計
 繰越利益

剰余金 

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

事業年度中の変動額        

新株の発行（新株予

約権の行使）
8,537 8,537 8,537   17,075 17,075

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

当期純利益    239,586 239,586 239,586 239,586

事業年度中の変動額合

計(千円)
8,537 8,537 8,537 224,086 224,086 241,161 241,161

平成18年９月30日残

高(千円)
468,537 511,737 511,737 408,217 408,217 1,388,492 1,388,492
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）関係会社株式

　移動平均法による原価法によっており

ます。

(1）関係会社株式

同左

 (2) 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) その他有価証券

時価のないもの 

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　先入先出法による原価法によっており

ます。

(1）商品

同左

(2）製品

　総平均法による原価法によっておりま

す。

(2）         ―――――― 

 

(3）貯蔵品　　 (3）貯蔵品

　先入先出法による原価法によっており

ます。

 

　　　　　　　　　同左

 

３　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。

(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

建物 10年

構築物 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。

(3）長期前払費用

同左

４　繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　商法施行規則に規定する最長期間（３

年間）で均等額以上償却しております。

(1）新株発行費

３年間で均等償却しております。
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

５　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

(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。

(2）賞与引当金

同左

(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

６　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

７　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。

――――――

８　その他財務諸表作成のた

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。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。 

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。
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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
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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）

　当事業年度より、「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1,388,492千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

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）

　当事業年度より、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

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（貸借対照表）

１．前受収益は負債資本合計額の１/100を超えたため、区

分掲記することとしました。なお、前期は流動負債のそ

の他に10,210千円含まれております。

　――――――

（損益計算書）

  ――――――

（キャッシュ・フロー計算書）

１. 今期より差入保証金、前受収益及び長期前受収益の金

額的重要性が増したため、区分掲記することとしまし

た。

　なお、前期は営業活動によるキャッシュ・フローのそ

の他に差入保証金△3,516千円、前受収益10,210千円及

び長期前受収益17,548千円がそれぞれ含まれておりま

す。

 

追加情報

前事業年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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。 

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 32,760千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 36,531千円

※２．関係会社に対する資産及び負債

　区分掲載されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。

※２．関係会社に対する資産及び負債

　区分掲載されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。

売掛金 37,417千円

立替金 49,333千円

買掛金 77,488千円

売掛金 99,847千円

立替金 50,406千円

買掛金 110,325千円

前受収益 30,276千円

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．　　　　　　　 ――――――

授権株式数 普通株式 48,000株

発行済株式総数 普通株式 15,500株

４．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。

４．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 1,650,000千円

借入実行残高 700,000千円

差引額 950,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．関係会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１．関係会社に対するものは、次のとおりであります。

売上高 539,400千円 売上高 769,187千円

※２．売上原価には関係会社への外注費1,308,633千円が

含まれております。

※２．売上原価には関係会社への外注費　1,481,029千円

が含まれております。

※３．           

   ――――――

※３．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置 200千円

※４．           

   ――――――

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 876千円

撤去費用 400千円
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

 当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書は作成して

おりません。なお、当連結会計期間における連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、連結財務諸表に記載してお

ります。

 

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 1,045,264千円

現金及び現金同等物 1,045,264千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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）

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

 
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）

工具器具及び
備品

32,855 20,081 12,774

ソフトウェア 17,633 10,113 7,520

合計 50,489 30,194 20,294

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,392千円

１年超 17,191千円

合計 25,584千円

１年内 8,005千円

１年超 13,475千円

合計 21,480千円

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

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

支払リース料 10,274千円

減価償却費相当額 9,115千円

支払利息相当額 1,254千円

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

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。

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

――――――

－ 19 －



（有価証券関係）

前事業年度（平成17年９月30日）

１．時価評価されていない有価証券

 

前事業年度
（平成17年９月30日）

貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券  

 非上場株式 5,900

 (2) 関連会社株式 48,500

合計 54,400

当事業年度（平成18年９月30日）

　当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度における有価証券（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。

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度におけるデリバティブ取引に関す

る注記については連結財務諸表の注記として記載しております。

（退職給付関係）

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、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度における退職給付に関する注記に

ついては連結財務諸表の注記として記載しております。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認 9,218千円

賞与引当金繰入限度超過額 3,609千円

貸倒引当金繰入限度超過額 29,864千円

その他 473千円

繰延税金資産（流動）合計 43,165千円

繰延税金資産（流動）の純額 43,165千円

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認 8,178千円

賞与引当金繰入限度超過額 3,733千円

貸倒引当金繰入限度超過額 5,485千円

会員引当金繰入限度超過額 20,073千円

その他 452千円

繰延税金資産（流動）合計 37,924千円

繰延税金資産（流動）の純額 37,924千円

繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入限度超過額 947千円 

関係会社株式評価損否認 1,415千円 

　繰延税金資産（固定）合計 2,362千円 

繰延税金資産（固定）の純額 2,362千円 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割 0.5

留保金課税 5.4

その他 1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.2

 （％）

法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.0

住民税均等割 0.3

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.3

（持分法損益等）

当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度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。 

 

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

持分法を適用した場合の投資の金額　　　  38,036千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額　△11,180千円
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

(1）役員及び個人主要株主等

　　　　該当事項はありません。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関係会社

（当該関

係会社の

子会社を

含む）

セコム

ウィン

株式会社

東京都

中野区
15,000

防犯ガラ

スの販売
33.3

兼任

１人

防犯ガ

ラスの

施工請

負

防犯ガラスの

交換工事等

売上高

367,434

外注費

54

売掛金 20,162

未収入金 561

 立替金 6,274

株式会社

水の救急車

名古屋市

昭和区
75,000

水まわり

事業
40.0

兼任

２人

水まわ

り施工

請負

水まわりの保

守等

売上高

4,636

外注費

124,636

 売掛金 480

 買掛金 15,337

立替金 42,815

 BLUE 

AMBULANCE株

式会社

愛知県

小牧市
11,750

ガラス

割替
20.0

兼任

１人

ガラス

関連

施工

ガラス交換工

事等

売上高

167,329

外注費

1,183,943

売掛金 16,774

買掛金 62,151

立替金 244

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

　防犯ガラスの販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。上記金額のうち、取引

金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

(注）当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度に係る関連当事者との取引に関する

注記を行っておりません。 
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 74,021円 35銭 42,968円 77銭

１株当たり当期純利益 8,909円 09銭 7,588円 59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。

　なお、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  １株当たり純資産額

   44,621円 35銭        37,010円 68銭

  １株当たり当期純利益   １株当たり当期純利益  

   　　　　　　　　　 2,319円 16銭   　　　　　　　　　 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

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8,385円 29銭 7,339円 61銭 

　（注）　１株当たり当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。

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 121,742 239,586

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 121,742 239,586

期中平均株式数（株） 13,665 31,572

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 普通株式増加数（株） 854 1,071

 （うち新株予約権） (854) (1,071)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

―――――― ――――――

－ 23 －



（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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

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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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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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６．役員の異動

 (1)代表者の移動

 該当事項はありません。

 

 (2)その他の役員の移動

 該当事項はありません。
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