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１．平成18年９月期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （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 4,621 － 433 － 427 －

17年９月期 － － － － － －

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 242 － 7,688 04 7,435 80 16.6 13.9 9.3

17年９月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年９月期 △10百万円 17年９月期 ―  百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月期 31,572株 17年９月期 －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、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）連結財政状態 （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 3,077 1,542 47.4 45,193 10

17年９月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月期 32,314株 17年９月期 ― 株

(3）連結キャッシュ・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

18年９月期 353 △689 817 1,526

17年９月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 ― 社 持分法適用関連会社数 ６社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ― 社 （除外） ― 社 持分法（新規） ― 社 （除外） ― 社

２．平成19年９月期の連結業績予想（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 2,553 272 163

通期 5,303 580 326

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　10,106円 27銭

※　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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１．企業集団の状況

 【関連会社の状況】

当社グループは当社（ジャパンベストレスキューシステム株式会社）、子会社２社及び持分法適用関連会社６社によ

り構成されております。

 

 
顧  客 

・生活トラブルの
解決依頼 

・生活トラブル解決
サービス提供 

（バイク関連サービス） 

・バイク専門ポータルサイ
トによる情報の提供 

・バイク情報誌の販売 

株式会社 
バイクブロス 

・出資 

【会員事業】 

JBR Motorcycle 
株式会社 

JBR Bike Relations 
株式会社 

・レッカー
等作業依
頼 

・
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【その他の事業】 

・シンプルセキュリティ 
・駅前ビジネス 

・販売 

・サービス
提供 

連結子会社 

持分法適用会社 

 

 

【企業提携事業】 

・広告プロモーション提供 

（ガラス関連サービス） 

セコムウィン 
株式会社 

BLUE 
AMBULANCE 
株式会社 

（水まわり関連サービス） 

株式会社水の救急車 

・高機能防犯ガラスへの取換、
割換作業依頼 

・ガラス関連作業依頼 

・コールセンター管理 

・水まわり作業依頼・部材 

・広告プロモーション提供 

・
ガ
ラ
ス
取
換
、
割
換
サ
ー
ビ
ス
提
供 

【コールセンター事業】 

（屋根のリフォームサービス） 

（鍵と錠関連サービス） 

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 

・屋根のリフォーム
等作業依頼 

・鍵、錠前関連作業
依頼 

加盟店・協力店 

【
加
盟
店
事
業
】 

・各種作業依頼 

・広告プロモー
ション提供 

・部材 

ジ
ャ
パ
ン
ベ
ス
ト
レ
ス
キ
ュ
ー
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社 
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名称 資本金(千円) 主要な事業の内容
議決権の

所有割合(％)
事業セグメント

  (連結子会社)   

JBR Bike Relations株式会社 30,000
インターネットサイトによるバイ
ク会員の募集事業

100.0 会員事業 

JBR Motorcycle株式会社 98,000 バイク会員事業の企画・運営 60.0 会員事業 

 (持分法適用関連会社)   

セコムウィン株式会社 15,000 セコムあんしんガラスの販売 33.3 企業提携事業

株式会社水の救急車 75,000 水まわり事業 40.0 企業提携事業

BLUE AMBULANCE株式会社 11,750 ガラス交換工事等 20.0 企業提携事業

株式会社ハウスドクター 100,000 屋根のリフォーム事業 40.0
コール

センター事業

ジャパンロックレスキュー
サービス株式会社

25,000 カギ等のメンテナンス及び販売 35.0
コール

センター事業 

株式会社バイクブロス 386,160
バイク専門ポータルサイト運営事
業・出版事業

35.7 ―
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２．経営方針

(1) 経営の基本方針 

　当社グループは、「困っている人を助ける！」企業活動を通じて、より多くの“ありがとう”という感動をお届け

することを企業理念としております。110番と119番以外のお困りごとをお持ちの方々に、トラブルを解決する安心・

安全・快適なサービスを提供し、広く社会に貢献することを目指しております。

　株主の皆様、お客様、取引先の皆様など我々を取り巻く全てのステークホルダーに安心と満足を提供できるよう、

「信頼される企業の確立」「バランス重視経営」「社会貢献を主眼とした事業の構築」を基本として事業活動を推進

してまいります。

 

(2) 利益配分に関する基本方針

　当社グループは、長期的かつ総合的な株主利益の向上を図ることを利益配分に関する基本方針としております。

　当連結会計年度においては、経営基盤の安定と将来の事業展開に必要な加盟店ネットワークの増強を図り、生活関

連ビジネスの新規開拓及び会員事業の拡大等の推進と、企業体質強化を勘案いたしました結果、配当は年間500円と

させていただきます。 

 

 (3）投資単位引き下げに関する考え方及び方針 

  当社グループは、株式市場での流動性を高め、より広範囲な投資家の参加を促す観点から、投資単位に関しては50

万円を一つの目安として、適宜見直しを行うことを基本方針としております。この方針に基づき、これを大きく上回

る場合には株式の分割により投資単位の引き下げを講じてまいります。

 

 (4) 目標とする経営指標　

　当社グループは、売上及び利益の増収・増益を、当面の間、最重要視しております。当社が増収・増益を続けるた

めには、賃貸住宅入居者向けの「安心入居サポート」等の会員数の増加が最重要であると考えております。

　なお、当連結会計年度の会員事業の新規入会会員数はバイク会員99千人、生活会員115千人、あわせて214千人であ

ります。

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略　 

　当社グループは、お客様から“ありがとう”を言っていただけるビジネスを推進しており、お客様にご満足いた

だけるサービスを提供して顧客満足度の向上を図ることが、企業価値の向上に結びつくものと捉えております。

　また、更なる知名度の向上をはかり、大手不動産仲介企業と提携した賃貸住宅入居者向け「安心入居サポート」

会員の更なる展開を行っており、バイク会員におきましても、株式会社ホンダモーターサイクルジャパン、ヤマハ

発動機販売株式会社等の提携先に合わせ、平成18年４月には会社分割にてJBR Motorcycle株式会社を設立し、大手

バイク情報誌の発行やバイク専門ポータルサイトの運営を行う株式会社バイクブロスと提携を行う等、会員ビジネ

スの拡大を更に積極的に図ってまいります。

　合わせて、生活総合救急サービスの拡大にも重点を置き、旭硝子株式会社、セコム株式会社、株式会社ＩＮＡＸ、

株式会社骨太住宅等をはじめとする、お困りごとのカテゴリーに関連する企業との提携を拡充し、当該サービスに

対応する加盟店ネットワークの更なる強化を推し進めてまいります。

　現在、生活総合救急サービス及び会員事業は、既提携企業との強固な営業体制を構築してきており、当連結会計

年度では経常利益427百万円と好調に推移しております。今後も積極的な経営を継続して行い、株主の皆様への配当

に向けた経営を行ってまいります。

 (6) 会社の対処すべき課題

  当社グループは、生活総合サービスの市場で、今後も市場変化への対応力を強化し、お客様から“ありがとう”を

言っていただけるビジネスを推進することで、顧客満足の提供を通じ企業価値の向上を図ってまいります。こうした

状況下において、当社グループの対処すべき課題は、1）会員事業の拡大、2）加盟店ネットワークを活かした企業の

駆けつけアウトソーシング、3）新たな集客戦略の３つと考えております。今後、これらに重点をおいて対応を進め

てまいります。　 

1）会員事業の拡大

　当社グループは賃貸住宅仲介市場に新たなマーケットを創出すべく、安心入居サポート会員の展開を行ってお

り、賃貸住宅仲介業者との提携を推進し、「入居」時における会員の獲得を進めております。現在、大手仲介業

者とも提携を行い、提携店舗の大幅拡大を図っております。既に約149千人が会員となる等、非常に好調に伸長し

ておりますので、更に拡大を進めてまいります。 

　また、大学・短大・専門学校への入学者に対してもマーケットを創出すべく、全国大学生活協同組合連合会と

タイアップを行い、新入生の「入学」時における会員の獲得を進めております。既に約39千人が会員となってお
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り、更に拡大を進めてまいります。 

　合わせて、バイク会員に付きましても、バイクの「購入」時に、新規会員の獲得を更に推進すべく、現在のバ

イクメーカー、バイクショップ、バイク情報誌発行会社等との提携を強化することに加え、インターネットによ

る中古バイク市場もターゲットに据え、平成18年４月には会社分割にてJBR Motorcycle株式会社を設立し、当ビ

ジネスの拡大を更に積極的に図ってまいります。

　これら「入居」「入学」「購入」といったポイントを的確に捉えることで会員事業の拡大を図ります。

2）加盟店ネットワークを活かした企業の駆けつけアウトソーシング

　企業のコスト抑制や身軽な組織化への移行に伴い、種々のアウトソーシングが検討されております。また、企

業が抱える顧客の要望は、24時間365日対応の他、スピーディかつ丁寧な対応など、ますます高度化しており、そ

れらが企業のＣＳにも結びついてまいります。　

　当社グループは全国に展開をしております加盟店ネットワークを活かし、それらのご要望にお応えすべく、生

活救急車サービスによるアウトソーシングの受託を積極的に進めてまいります。

3）新たな集客戦略

　集客をより効果的に進めるため、2005年９月よりインターネットによる「駆けつけ館」等を推進しております。

今後も新たな集客の柱を育てるべく、効果的な集客戦略を進めてまいります。

(7) 親会社等の状況

      当社は、親会社等を有しておりません。

(8) 関連当事者との関係に関する基本方針

  当社主要株主兼役員の榊原暢宏が議決権の53.64％を有しております。また、現在、当社グループでは該当事項は

ありませんが、関連当事者との取引については、社会的責任の下、経済的合理性を最優先判断基準として考えるべき

ものと捉えております。取引条件についても同様に、当社グループと関連を有しない第三者との取引条件と同様であ

るべきと考えております。
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３．経営成績及び財政状態

【１】経営成績　 

　当連結会計期間におけるわが国経済は、民間企業の旺盛な設備投資や、円安基調を背景とした輸出回復により、「い

ざなぎ景気」越えを目前にした息の長い景気拡大を続けました。また、原油価格の高騰や短期金利の上昇の影響も軽

微に終わり、地方における景気の温度差も緩和しました。

　このような状況の下、当社グループは、会員事業において、賃貸住宅入居者向け「安心入居サポート」は、順調に

新規会員を増加してまいりました。全国大学生活協同組合連合会との提携会員サービス「学生生活110番」も順調に推

移しました。バイク会員につきましては、平成17年11月にインターネットによる会員募集を行なう連結子会社「JBR 

Bike Relations株式会社」を設立いたしました。あわせて、平成18年４月には、会社分割にて連結子会社「JBR 

Motorcycle株式会社」を設立し、大手バイク情報誌を発行しバイク専門ポータルサイトを運営する「株式会社バイク

ブロス」から「JBR Motorcycle株式会社」への出資を受けると共に、弊社からも「株式会社バイクブロス」へ出資を

行う等、当ビジネスの拡大を積極的に図ってまいりました。なお、「株式会社バイクブロス」への出資比率は35.7％

となり、当社の関連会社となっております。

　企業提携事業において、平成16年９月期（第８期）より業務を開始いたしましたセコム株式会社とセコムテクノサー

ビス株式会社と共同出資で設立した「セコムウィン株式会社」におけるセコムあんしんガラス事業も順調に推移して

おります。また、「BLUE AMBULANCE株式会社」につきましては、一般ガラスの割換受注件数が鈍化したこともあり、

業績は落ち着いておりますが、効率的な広告展開により、業績を向上させてまいります。株式会社ＩＮＡＸと共同出

資で設立した「株式会社水の救急車」につきましては、サービスエリアの拡大や効率的な広告展開が効を奏し、業績

を向上させております。

　コールセンター事業においては、平成17年10月には株式会社ウェスト（現　株式会社骨太住宅）と共同出資で屋根

のリフォームを行う「株式会社ハウスドクター」を設立いたしました。平成17年11月及び平成18年９月にはコールセ

ンター事業のカギ部門に携わる「ジャパンロックレスキューサービス株式会社」への出資を行いました。それに伴い、

当社の議決所有権割合が35％になりましたので、「ジャパンロックレスキューサービス株式会社」は当社の関連会社

となっております。

　以上の結果として、当連結会計期間における売上高は4,621百万円,営業利益は433百万円、経常利益427百万円、当

期純利益は242百万円となりました。

　なお、当連結会計期間の作業件数はガラス関連サービス32千件、水まわり関連サービス46千件、カギの交換関連サー

ビス32千件、新規入会会員数はバイク会員98千人、生活会員115千人です。当連結会計期間末において、加盟店数は

377拠点、協力店数は314拠点、同コールセンター受託先企業数は87社です。

 　なお、事業別の業績は次のとおりであります。

 〈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、カギ部門の売上が112百万円、自動車部門の売上が34百万円、パソコンサービ

ス部門の売上が34百万円等、推移いたしました。この結果、当事業の売上高は289百万円、営業利益は117百万円とな

りました。

 〈会員事業〉

 会員事業におきましては、安心入居サポート会員の売上が549百万円、バイク会員のうちホンダ会員の売上が281百万

円等と推移いたしました。この結果、当事業の売上高は1,241百万円、営業利益は431百万円となりました。なお、バ

イク会員の展開の一環としまして、平成18年４月には、会社分割にて連結子会社「JBR Motorcycle株式会社」を設立

し、「株式会社バイクブロス」から「JBR Motorcycle株式会社」への出資を受けると共に、弊社からも「株式会社バ

イクブロス」へ出資を行う等、当ビジネスの拡大を積極的に図っております。

 〈企業提携事業〉

　企業提携事業におきましては、水の救急車事業の売上が1,028百万円と好調に推移いたしました他、旭硝子ガラスの

救急車事業の売上が940百万円、「セコムあんしんガラス」事業の売上が409百万円等、推移いたしました。この結果、

当事業の売上高は2,718百万円、営業利益は182百万円となりました。

 〈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売上が193百万円、販促物の売上が７百万円等となりまし

た。しかしながら、広告宣伝費の負担もあり、この結果、当事業の売上高は207百万円、営業損失は208百万円となり

ました。

 〈その他の事業〉

 　その他の事業におきましては、シンプルセキュリティ事業の売上が129百万円という結果となりました他、駅前ビ

ジネス事業の売上においては、35百万円となりました。この結果、「その他」の事業の売上高は164百万円、営業利益

は８百万円となりました。 
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【２】財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、法人税の支払額179百万円、投資有価証券

の取得による支出543百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益443百万円の計上や短期借入金700百万円の借

入や子会社JBR Motorcycle株式会社での第三者割当増資の払い込みによる収入148百万円等により、1,526百万円とな

りました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により獲得した資金は、353百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益443百万円の計上や

法人税等の支払額179百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は、689百万円となりました。これは主に投資有価証券取得による支出543百万円、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）

　財務活動により獲得した資金は817百万円となりました。これは主に短期借入金の借入700百万円や子会社JBR 

Motorcycle株式会社での第三者割当増資による株式の払い込みによる収入148百万円によるものです。 

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年9月期

自己資本比率（％） 47.4

時価ベースの自己資本比率（％） 503.9

債務償還年数（年） 2.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 94.1

（注）1　各指標は以下の計算式により算出しております。

 自己資本比率：自己資本／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・レシオ（倍）：営業キャッシュ・フロー／利払い

２　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。

３　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、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っているすべての負債を対象

としております。また利払いについては、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。

【３】次期の見通し（平成18年10月1日～平成19年9月30日）

  次連結会計期間は、会員事業全般、特に「安心入居サポート会員」「バイク会員」に注力をし、積極的な事業展開

を進めてまいります。また、合わせて、更にご満足をいただくサービスをお客様へ提供することで、顧客満足度の向

上を図ってまいります。

　また、現在、東証マザーズへ株式を上場しておりますが、株式上場による資金の獲得及び知名度の向上により、会

員事業の拡大、包括提携事業の新規開拓及び各社との業務提携を積極的に展開してまいります。具体的には、「安心

入居サポート会員」「バイク会員」等の会員事業における会員数、水まわり・ガラス・カギ等の緊急駆けつけサービ

スの更なる拡大、提携法人の増加を見込んでおります。

  以上より、平成19年９月期の業績予測は、売上高5,303百万円、経常利益580百万円、当期純利益326百万円としてお

ります。

 ※　通期見通しに関する留意事項

　この資料による業績見通しは、当社グループが現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいて作成してお

ります。今後の国内外の経済情勢、当社事業運営における状況の変化、見通しに内在する様々な要素や潜在リスク等

の要因により、結果的に実際の業績が見通しと大きく異なることがあります。

【４】事業の概況等に関する特別記載事項

　以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる

事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。

　なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

ですが、投資判断は以下の記載事項および本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があります。

　また、以下の記載は投資に関するリスクすべてを網羅しているものではありませんのでご留意ください。なお、本
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文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものです。

〈ビジネスモデルに関するリスクについて〉

(1）加盟店・協力店の確保とサービスレベルの維持について

　当社の作業ネットワークに加盟しております加盟店・協力店は、現場でお客様と相対し、作業を行う重要なポジ

ションにあり、加盟店・協力店の品質がそのまま作業の品質、お客様の満足度に結びついてまいります。したがっ

て、当社が求める加盟店・協力店の品質は高いため、加盟店・協力店の絶対数が不足する可能性があり、その結果、

当社の業務遂行及び業務拡大に影響を及ぼす恐れがあります。加盟店・協力店の離脱がありましても、他地域から

の対応等で事業に支障がないようにすると共に、加盟店・協力店の加入促進及び統制・教育を図っております。　

　当社業務の現場サービスを担う加盟店・協力店においては、当社基準による審査、面接、与信管理を行い、契約

先を厳選しております。また、定期的追加教育、指導を実施し、サービスクオリティを確保し、「生活救急車」ブ

ランドの浸透を図っておりますが、加盟店・協力店が、独立した経営主体であるため、個々に潜在的なリスクも抱

えております。加盟店・協力店が、万一、サービス作業出動において事故を発生させた場合の保険の充実を図って

おりますが、加盟店・協力店が重大なクレームを発生させた場合には、当社と「生活救急車」他のブランドイメー

ジや信用を失墜し、当社業績に影響を与える可能性があります。

(2）競合に関するリスクについて

　当社の事業は全国的な加盟店・協力店ネットワークが必要であり新規参入が困難なことから、現状では過当競争

等による重要な影響は受けておりません。しかし、市場の成長に伴い、新規参入会社や既存会社との競合が激化し、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、加盟店・協力店がそれぞれのサービスを行うにあたっては、特段の許認可を必要としないものがほとんど

であり、加盟店・協力店が既に保持する各種技術、資格、手元資金とノウハウがあれば独立することも可能で、当

社と競合する可能性があります。しかし、かかる新規競合が、当社と同等の全国ネットワークを展開し、各種サー

ビスの提供、会員システムを構築し、市場の信頼を得て会員数を確保することは容易ではなく、当社事業に対して

大きな影響をもたらすことはないと思われます。但し、事業範囲を一部のサービスに特化した場合や一部地域に限

定した場合には、事業展開は短期間に可能となり、当該サービス、当該地域において、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。

(3）事業展開について

　当社は、生活救急サービスにおいて、市場ニーズとビジネスチャンスを的確に捉え、果敢に挑戦していくことが

課題であると認識しており今後も更に当社のサービスネットワークを活かした提携事業、新規事業、新規商品の開

発、関係会社等の設立等を積極的に展開していく所存であります。

　例えば、現在、旭硝子株式会社との業務提携による「旭硝子ガラスの救急車」事業、株式会社ＩＮＡＸとの共同

出資会社「株式会社水の救急車」による水まわりサービス事業、セコム株式会社とセコムテクノサービス株式会社

との共同出資会社「セコムウィン株式会社」による高機能防犯性ガラスの取り付け施工事業、株式会社骨太住宅と

の共同出資会社「株式会社ハウスドクター」との屋根のリフォーム事業などの各企業等との提携を行う他、「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」等へも出資を行い、事業の拡大を図ってお

ります。

　しかしながら、将来において、これら提携事業、新規事業、新規商品の開発及び関係会社等の展開等の状況予測

が容易ではなく、また、必ずしも市場に受け入れられる保証はないことから、当社の想定する収益を達成せず、今

後の当社の事業拡大ならびに業績に影響を及ぼす可能性があります。また、将来において、これら事業提携が解消

となった場合には、当社の事業拡大並びに当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

〈組織のリスクについて〉

(4）人員計画及び組織について

　今後、当社が成長していくためには、顧客満足を更に得られるよう、顧客に直接対応するコールセンター要員な

らびに現場サービスを行う加盟店・協力店の優秀な人材をいかに確保し育成するかが、重要な課題であると考えて

おります。また、事業拡大を支えるため、内部管理等の人材も充実させる必要があります。

　当社におきましては、社員及びパートタイマー他の従業員、加盟店・協力店スタッフの各員の満足が得られるよ

う、「仕事のやりがい」「待遇の継続的改善」「健全な人間関係の形成」を基本とし、健康で明るい職場の構築を

目指し、人材の充実並びに、職場教育を実施しております。しかしながら、当社の計画目標に適した人材の確保及

び育成ができなかった場合には、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(5）小規模組織であることについて

　当社は創業後の社歴が浅く社員数も比較的少数であるため、各業務分野、内部管理において少人数の人材に依存

しております。当社では特定の人員に過度の依存をしないよう、優秀な人材の確保、育成により経営体制を整備し、

全般的な経営リスクの軽減に努めると共に、内部管理体制の整備・強化を図ってまいります。しかしながら、当社

の事業拡大に応じた十分な人材の確保、育成ができるか否かは不確実であり、これらが不十分な場合は、当社の業
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務遂行及び業務拡大に影響を及ぼす恐れがあります。

(6）特定の役員への依存について

　当社の代表取締役である榊原暢宏は最高経営責任者として当社経営及び事業推進全般について重要な役割を果た

しております。取締役業務部長宮本稔久は当社創業当時より商品開発、システム開発に、取締役平井伸吾は就任以

来営業統括として、また、取締役管理部長鈴木良夫は就任以来管理統括として、それぞれが重要な役割を果たして

おります。当社では経営体制を強化するため、人材拡充及び育成を行っており、今後それらが進んでいくに従い、

榊原暢宏をはじめとする特定の役員への依存度は相対的に低下するものと予想されます。しかしながら、依然とし

て彼らに対する依存度が高く、近い将来において何らかの理由により、彼らの業務遂行が不可能となった場合、当

社の業務遂行及び業務拡大に影響を及ぼす恐れがあります。

〈社内システムのリスクについて〉

(7）システムについて

　会員数の増加またはアクセス数の増加、人的過失、災害、停電など様々な原因により、システムダウン、データ

の配信不能などのシステム障害が発生する可能性があります。当社では、業務部システムグループがシステムの管

理を行っており、緊急時にも社内技術者による迅速対応が可能と考えております。しかしながら、大規模災害等の

想定範囲を超える障害が発生する場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

〈その他のリスクについて〉

(8）ストックオプションの行使による株式の希薄化について

　当社はストックオプション制度を採用しております。旧商法の規定に基づき、平成16年４月25日開催の臨時株主

総会、平成16年９月14日開催の臨時株主総会及び平成17年12月27日開催の定時株主総会において発行の承認を受け、

当社役員、従業員、及び社外協力者に対して新株予約権（ストックオプション）を付与しております。こうした制

度は、当社の業務に従事する者の業績向上に対する意欲や士気を高めるものとして有効な制度であると当社は認識

しておりますが、かかる新株予約権が行使された場合、一株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。

　また、今後も、優秀な人材を確保することを目的として、同様のインセンティブプランを継続して実施していく

ことを検討しております。その際には、平成18年5月より施行されました会社法により、ストックオプションに関す

る費用が計上されることとなります。 

(9）個人情報の保護について

　当社は、会員ならびに一般顧客に関する大量の個人情報を取り扱っております。情報セキュリティの徹底を行い、

プライバシー保護の観点からサービス対応を行う加盟店・協力店等への会員情報の開示も必要最小限に止め、個人

情報を取り扱うメインサーバーの外部からのアクセス遮断、社員・パートタイマー他の従業員ならびに加盟店・協

力店に対する情報セキュリティ教育を実施し、内部監査の徹底等、コンプライアンス面における情報管理体制の充

実に注力いたしております。

　但し、万一自然災害等によってかかるセキュリティシステムに障害が発生した場合、または、関係者による人為

的な事故若しくは悪意による情報漏洩が発生した場合には、当社の情報管理に多大な支障をきたし、社会的信用の

失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、その後の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。

また、当社のみならず、加盟店、協力店、関係会社、受託企業における類似の事態が発生した場合も、当社に対す

る信用失墜に繋がり、業績に影響を与える可能性があります。 

(10）商標権について

　当社はこれまで、商標権に関して他社の知的財産の侵害を行っていないものと認識しておりますが、当社の事業

全般における知的財産の現況を完全に把握することは困難であり、当社が把握できないところで他社が権利を保有

している可能性は否めません。また、今後当社の事業における第三者の商標権が新たに成立し、損害賠償または使

用差止等の請求を受ける可能性はあり、その場合当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　当社では、「ＪＢＲ」（商標登録第4326162号、4439632号）、「生活救急車」（商標登録第4596651号）、「ガラ

スの救急車」（商標登録第4581178号）、「水の救急車」（登録商標4679375号）、「学生生活110番」（商標登録

4706840号）等を保有いたしておりますが、それらの商標権に関しまして、その用語の一部が一般的に使用される普

通名詞であることから、今後類似商標の出現及び無断使用等、商標権を侵害される可能性がありますが、かかる事

態が生じた場合は速やかに排除勧告を行い、差止請求等法的措置により知的財産としての当社資産の保護を行って

まいります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   1,526,868  

２．売掛金   378,736  

３．たな卸資産   19,370  

４．繰延税金資産   52,438  

５．その他   209,286  

貸倒引当金   △22,192  

流動資産合計   2,164,508 70.3

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物及び構築物   18,626  

(2）車両運搬具   4,296  

(3）工具器具及び備品   20,121  

有形固定資産合計   43,044 1.4

２．無形固定資産     

(1）ソフトウエア   105,134  

(2）その他   31,026  

無形固定資産合計   136,160 4.4

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   565,520  

(2）長期貸付金   4,389  

(3）差入保証金   156,454  

(4）繰延税金資産   2,362  

(5）その他   5,689  

貸倒引当金   △2,439  

投資その他の資産合計   731,976 23.8

固定資産合計   911,181 29.6
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当連結会計年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅲ　繰延資産     

１．新株発行費   2,214  

繰延資産合計   2,214 0.1

資産合計   3,077,904 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   214,208  

２．短期借入金   700,000  

３．１年以内返済予定の長期
借入金

  30,000  

４．未払法人税等   144,081  

５．賞与引当金   9,235  

６．会員引当金   77,439  

７．その他   240,460  

流動負債合計   1,415,424 46.0

Ⅱ　固定負債     

１．長期前受収益   120,399  

固定負債合計   120,399 3.9

負債合計   1,535,823 49.9

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   468,537  

２．資本剰余金   511,737  

３．利益剰余金   480,094  

株主資本合計   1,460,369 47.4

Ⅱ　少数株主持分   81,710 2.7

純資産合計   1,542,080 50.1

負債純資産合計   3,077,904 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,621,843 100.0

Ⅱ　売上原価   2,876,620 62.2

売上総利益   1,745,223 37.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,312,141 28.4

 営業利益   433,082 9.4

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  127   

２．受取賃貸料  2,831   

３．受取手数料  4,400   

４．過年度消費税等  780   

５．その他  4,555 12,695 0.3

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  3,760   

２．新株発行費償却  2,685   

３．持分法による投資損失  10,013   

４．その他  1,806 18,266 0.4

経常利益   427,511 9.3

Ⅵ　特別利益     

１．保険解約益  23,459   

２．投資有価証券売却益  8,796   

３．固定資産売却益 ※２ 200 32,456 0.7

Ⅶ　特別損失     

１．投資有価証券評価損  3,499   

２．過年度消費税等  11,823   

３．固定資産除却損 ※３ 1,276   

４．その他  3 16,602 0.4

     

税金等調整前当期純利益   443,365 9.6

法人税、住民税及び事業
税

 199,363   

法人税等調整額  △11,636 187,727 4.0

少数株主利益   12,910 0.3

当期純利益   242,726 5.3
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本
 少数株主持分 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年９月30日　残高

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行

使）
8,537 8,537  17,075  17,075

剰余金の配当   △15,500 △15,500  △15,500

当期純利益   242,726 242,726 12,910 255,637

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連結会

計年度中の変動額（純額）
    68,800 68,800

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
8,537 8,537 295,963 313,038 81,710 394,749

平成18年９月30日　残高

（千円）
468,537 511,737 480,094 1,460,369 81,710 1,542,080
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（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（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前当期純利益  443,365

減価償却費  48,182

貸倒引当金の増減額
（△：減少）

 △8,915

賞与引当金の増減額
（△：減少）

 306

会員引当金の増減額
（△：減少）

 30,978

受取利息  △127

支払利息  3,760

持分法による投資損失  10,013

固定資産売却益  △200

固定資産除却損  876

投資有価証券売却益  △8,796

投資有価証券評価損  3,499

売上債権の増減額
（△：増加）

 △53,021

たな卸資産の増減額
（△：増加）

 82,513

差入保証金の増減額
（△：増加）

 △72,699

破産更生債権等の増減額
（△：増加）

 △2,421

仕入債務の増減額
（△：減少）

 33,824

未払金の増減額
（△：減少）

 △36,828

前受収益の増減額
（△：減少）

 68,677

長期前受収益の増減額
（△：減少）

 58,318

その他  △67,425

小計  533,879

利息及び配当金の受取額  3,426

利息の支払額  △3,662

法人税等の支払額  △179,783

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 353,858
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当連結会計年度

（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（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

 △21,533

有形固定資産の売却によ
る収入

 360

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

 △543,950

投資有価証券の売却によ
る収入

 14,346

貸付による支出  △13,500

貸付金の回収による収入  2,413

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △689,785

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）

 700,000

長期借入金の返済による
支出

 △30,800

株式の発行による収入  17,075

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  △15,227

その他  △1,516

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 817,531

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）

 481,604

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期末残
高

※ 1,526,868

   

－ 15 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

 JBR Bike Relations株式会社

 JBR Motorcycle株式会社

JBR Bike Relations株式会社については、

平成17年11月24日付で当社100％出資によ

り設立したため連結の範囲に含めておりま

す。また、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ため、連結の範囲

に含めております。 

２．持分法の適用に関する事

項

(1)持分法適用の関連会社の数　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)持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

会計期間に係る財務諸表を使用しており

ます。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうちJBR Bike Relations株

式会社の決算日は平成18年７月31日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、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)貯蔵品

先入先出法による原価法によっておりま

す。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(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。

建物及び構築物　　　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、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）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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っております。

７．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

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

※1.　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　  

37,067千円 

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。当連結会

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 1,650,000千円

 借入実行残高 700,000千円

 差引額 950,000千円

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９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 332,363千円

 広告宣伝費  245,601千円

 通信費  203,351千円

 支払手数料  160,099千円

 賞与引当金繰入額  9,235千円

 貸倒引当金繰入額  13,019千円

 ※2.　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

 ※3.　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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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９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(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末株
式数(株)

発行済株式     

普通株式 15,500 16,814 － 32,314

 （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16,814株は、平成17年12月31日付の株式分割（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1,314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

区分 新株予約権の内訳
当連結会計
年度末残高
（千円）

提出会社（親会社） ストック・オプションとしての新株予約権 －

合計 －

 ３　配当に関する事項

(1） 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
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

(2） 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額  配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成18年12月26日

定時株主総会
普通株式 16,157千円 利益剰余金 500円 平成18年９月30日 平成18年12月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と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９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,526,868千円

現金及び現金同等物 1,526,868千円

（リース取引関係）

当連結会計年度
（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）

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

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、支払利息相当額

及び減損損失

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、残存価格を零とする定額

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。

 （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）

 当連結会計年度（平成18年９月30日）

 １．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額(千円）

14,346 8,796 ―

２．時価評価されていない有価証券

連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券  

非上場株式 174,600

 

（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９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。

（退職給付関係）

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

当社グループは、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。
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

１.ストック・オプションの内容、規模、及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

平成16年４月25日
ストック・オプション

 平成16年９月14日
ストック・オプション

平成16年９月14日
ストック・オプション

平成17年12月27日
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
 当社の取締役 ３名

 当社取引先　 １社

 当社の取締役　１名

 当社の従業員　36名

 当社の監査役 １名

 当社取引先　 ７社

 当社の取締役 ４名

 当社の従業員 60名

 当社取引先   ５社

 当社加盟店  118店

ストック・オプション数

(注）１
 普通株式 4,230株  普通株式　 420株  普通株式　 192株  普通株式　 401株

付与日 平成16年４月25日  平成16年９月14日 平成16年９月14日 平成17年12月27日

権利確定条件

権利確定条件は付さ

れておりません。

（注）２

付与日（平成16年９

月14日）以降、権利

確定日（平成18年９

月13日）まで継続し

て勤務していること。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職

その他これに準ずる

正当な理由のある場

合はこの限りでない。

（注）２

権利確定条件は付さ

れておりません。

（注）２

付与日（平成17年12

月27日）以降、権利

確定日（平成20年３

月９日）まで継続し

て勤務していること。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職

その他これに準ずる

正当な理由のある場

合はこの限りでない。

（注）２

対象勤務期間
対象勤務期間に関す

る定めはありません。

自 平成16年９月14日

至 平成18年９月13日

対象勤務期間に関す

る定めはありません。

自 平成17年12月27日

至 平成20年３月９日

 権利行使期間
自 平成16年４月25日 

至 平成26年３月31日

自 平成18年９月14日

至 平成26年９月13日

自 平成16年９月14日 

至 平成26年９月13日

自 平成20年３月10日

至 平成29年12月28日

 （注）１．株式数に換算して記載しております。なお平成17年12月31日付をもって１株を２株に株式分割しておりますの

で、株式分割後の株数を記載しております。

 　　　２．権利行使の条件は以下のとおりです。

①新株予約権の付与を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社の株主、取締

役、顧問、もしくは従業員の地位にあること、または契約に基づいて当社の業務に協力する関係にあることを要

します。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がそれを行使できるものとします。

③前記①及び②の定めは、新株予約権者が法人である場合においては適用しないものとします。

④新株予約権の抵当・質入、その他の処分は認めません。

⑤この他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権付与契約」に定めるところによります。
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 （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成18年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

なお、平成17年12月31日付をもって１株を２株に株式分割しておりますので、ストック・オプションの数及び単

価情報については、株式分割後の数値を記載しております。

  ①ストック・オプションの数

平成16年４月25日
ストック・オプション

平成16年９月14日
ストック・オプション

平成16年９月14日
ストック・オプション

平成17年12月27日
ストック・オプション

権利確定前　　　（株）     

前連結会計年度末 － 210 － －

付与 － 204 － 401

失効 － 6 － －

権利確定 － 408 － －

未確定残 － － － 401

権利確定後　　　（株）     

前連結会計年度末 615 － 96 －

権利確定 615 408 96 －

権利行使 1,230 18 66 －

失効 － － － －

未行使残 － 390 126 －

 ②単価情報

 平成16年４月25日
ストック・オプション

 平成16年９月14日
ストック・オプション

 平成16年９月14日
ストック・オプション

平成17年12月27日
ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 2,500 166,667 166,667 480,000

行使時平均株価　（円） 480,268 480,000 510,000 ―

公正な評価単価

（付与日）（円）
― ― ― ―
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（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

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認 11,563千円

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 5,457千円

会員引当金繰入限度超過額 31,714千円

その他 337千円

　繰延税金資産小計 52,806千円

　評価性引当額 △367千円

繰延税金資産（流動）合計 52,438千円

繰延税金資産（流動）の純額 52,438千円

繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入限度超過額 947千円

投資有価証券評価額否認 1,415千円

その他 818千円

　繰延税金資産（固定）小計 3,180千円

　評価性引当額 △818千円

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

 （％）

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 △0.1

住民税均等割 0.3

留保金課税 0.3

持分法投資損失 0.9

評価性引当額の増加 0.3

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.3
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 
コールセン
ター事業
（千円）

会員
事業

（千円）

企業提携
事業 

（千円）

加盟店
事業

（千円）

その他の
事業

 （千円）

計
 

 （千円）

消去又は
全社 

 （千円）

連結
 

（千円）

Ⅰ．売上高及び営

業利益
        

売上高         

(1）外部顧客に対

する売上高
289,287 1,241,616 2,718,788 207,247 164,903 4,621,843 ― 4,621,843

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― 67,927 ― ― 67,927 △67,927 ―

計 289,287 1,241,616 2,786,716 207,247 164,903 4,689,771 △67,927 4,621,843

営業費用 172,165 809,698 2,603,923 415,255 156,349 4,157,392 31,368 4,188,761

営業利益

（又は営業損

失△）

117,121 431,917 182,793 △208,008 8,554 532,379 △99,296 433,082

Ⅱ．資産、減価償

却費及び資本

的支出

        

資産 240,289 934,487 377,168 18,922 32,338 1,603,205 1,474,698 3,077,904

減価償却費 968 3,954 40,436 2,059 763 48,182 － 48,182

資本的支出 1,389 9,417 113,529 1,763 791 126,891 － 126,891

　（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

部門 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、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99,296千円であり、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あります。

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,474,698千円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

(1）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

(※１）

409,868

 売掛金 31,705

BLUE 

AMBULANCE株

式会社

愛知県

小牧市
11,750

ガラス

割替

20.0

(0.2)

兼任

１人

ガラス

関連施工

ガラス交換工

事等

外注費

（※２）

1,309,176

部材の立替

（※３）

100,014

買掛金 95,234

立替金 45,611

（注）１.上記の金額のうち、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。

　　　２.取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　 ※１  防犯ガラスの販売及びそれに付随する作業代金については、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。

 ※２　当社の作業依頼に基づく外注費は、当社の料金表を基礎として、一般取引条件と同様に決定しております。

 ※３　部材の立替は当社がガラス部材の立替をしているものです。
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（１株当たり情報）

項目
当連結会計年度

（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 45,193円 　10銭

１株当たり当期純利益 7,688円 　04銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 7,435円 　80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
当連結会計年度

（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） 242,726

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） 242,726

期中平均株式数（株） 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） 1,071

 （うち新株予約権） (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

 －
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