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平成19年９月期 第１四半期財務・業績の概況(連結) 

 

平成19年２月14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 HTUhttp://www.jbr.co.jpUTH） 

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       ： 無 

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19年９月期第１四半期財務・業績の概況(平成18年10月１日～平成18年12月31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19年９月期第１四半期 1,219 （―） 80 （―） 91 （―） 61 （―） 

平成18年９月期第１四半期 ― （―） ― （―） ― （―） ― （―） 

(参考)平成18年９月期 4,621 （―） 433 （―） 427 （―） 242 （―） 

 

 
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19年９月期第１四半期 1,895 90 1,878 54 

平成18年９月期第１四半期 ―  ―  

(参考)平成18年９月期 7,688 04 7,435 80 

（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９月期第１四半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。 

 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした景況感の改善、設備投資の増加がみられ

ました。12月の日本銀行「企業短期経済観測調査」でも、企業部門全体では改善傾向が続き、設備投資でも力強さが確

認されております。 

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、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」の取扱店舗が増加した結果、入会者数が安定的に増加し、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することに合わせ、賃貸管

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、当社グループの当第１四半

期売上高は1,219百万円、営業利益は80百万円、経常利益は91百万円、第１四半期純利益は61百万円となりました。 

 

 

事業区分別の業績は、次のとおりであります。 
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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、カギ部門の売上が30百万円、パソコンサービス部門の売上が９百万円、自

動車サービス部門の売上が８百万円となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、71百万円となり、営業利益は26百万円となりました。 

 

② 会員事業 

会員事業におきましては、JBR Motorcycle株式会社のバイク会員の売上が順調に推移し、合わせて生活会員の認

知度が高まり入会者数が安定的に増加しました結果、バイク会員の売上が141百万円、安心入居サポートの売上が

151百万円、学生生活110番の売上が15百万円と好調に推移しました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は326百万円となり、営業利益は73百万円となりました。 

 

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229百万円、水の救急車事業の売上が271百万

円、セコムウィン事業の売上が134百万円と推移し、提携するコールセンター受託企業数は当第１四半期連結会計

期間末現在で100社になりました。 

この結果、売上高は767百万円となり、営業利益は36百万円となりました。 

 

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66百万円となりましたが、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73百万円となり、

営業損失は34百万円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間現在、当社グループ加盟店は368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１四半期連結会計期間の売上高は20百万円となり、営業利益は１百万円とな

りました。 

 

※ なお、第１四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19年９月期第１四半期 3,079 1,595 49.2 46,810 12 

平成18年９月期第１四半期 ― ― ― ―  

(参考)平成18年９月期 3,077 1,542 47.4 45,193 10 

（注）平成18年９月期第１四半期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19年９月期第１四半期 △98 △59 △12 1,356 

平成18年９月期第１四半期 ― ― ― ― 

(参考)平成18年９月期 353 △689 817 1,526 

（注）平成18年９月期第１四半期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１四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税金等調整前第１四半期純利益95百

万円を計上したものの、法人税等の支払額149百万円、投資有価証券の取得による支出56百万円等により、1,356百万円

となりました。 
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（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当第１四半期の営業活動の結果、支出した資金は98百万円となりました。これは税金等調整前第１四半期純利益95

百万円を計上したものの、法人税等の支払額149百万円、前受収益の減少11百万円、長期前受収益の減少15百万円等が

あったためです。 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

当第１四半期の投資活動の結果、支出した資金は59百万円となりました。これは匿名組合への出資50百万円など投

資有価証券取得による支出56百万円、JBR Motorcycle株式会社の車両等有形固定資産の取得による支出24百万円による

ものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

当第１四半期の財務活動の結果、支出した資金は12百万円となりました。これは主に配当金の支払13百万円によるも

のです。 

 

３．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）10,094円09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１四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。中間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１四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度の要約貸借対照表 

(平成18年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
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  1,356,942  1,526,868

2.売掛金  381,674  378,736

3.たな卸資産  19,829  19,370

4.その他  309,479  261,725

貸倒引当金  △21,574  △22,192

流動資産合計  2,046,352 66.4  2,164,508 70.3

Ⅱ 固定資産   

1.有形固定資産 ※1 61,154  43,044

2.無形固定資産  177,042  136,160

3.投資その他の資産   

(1)投資有価証券  615,926  565,520

(2)差入保証金  156,700  156,454

(3)その他  22,921  12,441

貸倒引当金  △2,432  △2,439

投資その他の資産合計  793,116  731,976

固定資産合計  1,031,313 33.5  911,181 29.6

Ⅲ 繰延資産  1,787 0.1  2,214 0.1

資産合計  3,079,453 100.0  3,077,904 100.0
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(単位：千円) 
  当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度の要約貸借対照表 

(平成18年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額 構成比 金額 構成比

(負債の部)   ％   ％

Ⅰ 流動負債   

1.買掛金  263,608  214,208

2.短期借入金  700,000  700,000

3.一年以内返済予定の長期借

入金 
 21,600  30,000

4.賞与引当金  2,320  9,235

5.会員引当金  80,645  77,439

6.その他 ※3 310,450  384,541

流動負債合計  1,378,623 44.8  1,415,424 46.0

Ⅱ 固定負債  105,096  120,399

固定負債合計  105,096 3.4  120,399 3.9

負債合計  1,483,719 48.2  1,535,823 49.9

   

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本   

1.資本金  473,454  468,537

2.資本剰余金  516,654  511,737

3.利益剰余金  525,275  480,094

株主資本合計  1,515,384 49.2  1,460,369 47.4

Ⅱ 少数株主持分  80,349 2.6  81,710 2.7

純資産合計  1,595,733 51.8  1,542,080 50.1

 負債純資産合計  3,079,453 100.0  3,077,904 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 
  当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日) 

前連結会計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

  ％  ％

Ⅰ 売上高  1,219,392 100.0  4,621,843 100.0

Ⅱ 売上原価  780,301 64.0  2,876,620 62.2

売上総利益  439,090 36.0  1,745,223 37.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 358,545 29.4  1,312,141 28.4

営業利益  80,545 6.6  433,082 9.4

Ⅳ 営業外収益   

1.受取利息  46 127 

2.受取賃貸料  754 2,831 

3.受取手数料  - 4,400 

4.持分法による投資利益  12,056 - 

5.その他  754 13,611 1.1 5,336 12,695 0.3

Ⅴ 営業外費用   

1.支払利息  1,623 3,760 

2.新株発行費償却  427 2,685 

3.持分法による投資損失  - 10,013 

4.その他  325 2,375 0.2 1,806 18,266 0.4

経常利益  91,781 7.5  427,511 9.3

Ⅵ 特別利益   

1.保険解約益  - 23,459 

2.会員引当金戻入益  1,292 - 

3.貸倒引当金戻入益  625 - 

4.投資有価証券売却益  2,565 8,796 

5.固定資産売却益  - 4,483 0.4 200 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  1,102 1,276 

4.その他  - 1,102 0.1 3 16,602 0.4

税金等調整前四半期（当期）

純利益 
 95,162 7.8  443,365 9.6

法人税、住民税及び事業税  30,033 199,363 

法人税等調整額  5,152 35,186 2.9 △11,636 187,727 4.0

少数株主利益  △1,361 △0.1  12,910 0.3

第１四半期（当期）純利益  61,338 5.0  242,726 5.3
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日  至 平成18年12月31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18年９月30日残高（千円） 468,537 511,737 480,094 1,460,369 81,710 1,542,080

第１四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) 4,916 4,916 9,833 9,833

剰余金の配当（注） △16,157 △16,157 △16,157

第１四半期純利益 61,338 61,338 61,338

株主資本以外の項目の第１四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
 △1,361 △1,361

第１四半期連結会計期間中の変動額 

合計（千円） 
4,916 4,916 45,181 55,014 △1,361 53,652

平成18年12月31日残高（千円） 473,454 516,654 525,275 1,515,384 80,349 1,595,733

（注）平成18年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

前連結会計年度（自 平成17年10月１日  至 平成18年９月30日） 
株 主 資 本 

 
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

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（注） △15,500 △15,500 △15,500

当期純利益 242,726 242,726 242,726

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） 
 81,710 81,710

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

（注）平成17年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ･フロー計算書

(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 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１四半期（当期）純利益 95,162 443,365 

減価償却費 15,880 48,182 

貸倒引当金の増減額(△：減少) △625 △8,915 

賞与引当金の増減額(△：減少) △6,914 306 

会員引当金の増減額(△：減少) 3,205 30,978 

受取利息 △46 △127 

支払利息 1,623 3,760 

持分法による投資損益（△：利益） △12,056 10,013 

固定資産売却益 － △200 

固定資産売却損 1,102 － 

固定資産除却損 － 876 

投資有価証券売却益 △2,565 △8,796 

投資有価証券評価損 － 3,499 

売上債権の増減額(△：増加) △2,938 △53,021 

たな卸資産の増減額(△：増加) △459 82,513 

差入保証金の増減額(△：増加) △246 △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) 49,399 33,824 

未払金の増減額(△：減少) 16,372 △36,828 

前受収益の増減額(△：減少) △11,337 68,677 

長期前受収益の増減額(△：減少) △15,303 58,318 

その他 △78,112 △67,425 

小   計 52,141 533,879 

利息及び配当金の受取額 46 3,426 

利息の支払額 △1,215 △3,662 

法人税等の支払額 △149,698 △179,783 

営業活動によるキャッシュ・フロー △98,725 353,858 



 
－9－ 

 

  
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ･フロー計算書

(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 金額 

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 △24,339 △21,533 

有形固定資産の売却による収入 77 360 

無形固定資産の取得による支出 △454 △127,922 

投資有価証券の取得による支出 △56,320 △543,950 

投資有価証券の売却による収入 20,535 14,346 

貸付けによる支出 － △13,500 

貸付金の回収による収入 1,395 2,413 

投資活動によるキャッシュ･フロー △59,105 △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 △8,400 △30,800 

株式の発行による収入 9,833 17,075 

少数株主の増資引受による払込額 － 148,000 

配当金の支払額 △13,528 △15,227 

その他 － △1,516 

財務活動によるキャッシュ･フロー △12,095 817,531 

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) △169,925 481,604 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,526,868 1,045,264 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高 ※ 1,356,942 1,526,868 
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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 

項  目 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日)  

前連結会計年度 

(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 ２社 連結子会社 ２社 

 主要な連結子会社の名称 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 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数 ６社 (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 

同左 

 (2）持分法適用会社のうち、第１四半

期決算日が第１四半期連結決算日と

異なる会社については、各社の第１

四半期会計期間に係る財務諸表を使

用しております。 

(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、各社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。 

３ 連結子会社の四半期決算日

（決算日）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。 

 

連結子会社のうちJBR Bike 

Relations株式会社の第１四半期決算

日は平成18年10月31日であります。第

１四半期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、第１四半期連結決

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)重要な資産の評価基準及び評価方法

 ①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券 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。 

同左 

 ②たな卸資産 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。 

(ｲ)商品 

同左 

 (ﾛ)貯蔵品 

先入先出法による原価法によってお

ります。 

(ﾛ)貯蔵品 

同左 
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項  目 

 当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

(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 

(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 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。 

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 

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 

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 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。 

同左 

 ③長期前払費用 ③長期前払費用 

 定額法によっております。 同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 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。 

同左 

 ②賞与引当金 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１四半

期連結会計期間負担額に見合う額を

計上しております。 

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期連結会

計年度負担額に見合う額を計上して

おります。 

 ③会員引当金 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。 

同左 

 (4)重要なリース取引の処理方法 (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。 

同左 
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項  目 

 当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日) 

 (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 

(5）その他の連結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 ① 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 同左 

 ② 匿名組合出資金の会計処理 ②  

 当社が出資する匿名組合の損益の

うち当社に帰属する持分相当損益に

ついては「営業外収益」に計上する

とともに「投資有価証券」を加減す

る処理を行っております。 

――――― 

５ 四半期連結（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。 

 

同左 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

(平成18年９月30日) 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

         40,776千円 

              

※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。 

当第１四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 1,650,000千円

借入実行残高   700,000千円

差引額 950,000千円

 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

※3. 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

 

※3.  

――――― 

 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

(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。 

※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 94,998千円

広告宣伝費 52,917千円

通信費 59,480千円

支払手数料 52,826千円

賞与引当金繰入額 2,320千円

  

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 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31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 
前 連 結 会 計 年 度

末 株 式 数

当第１四半期連結

会計期間増加株式数

当第１四半期連結 

会計期間減少株式数 

当第１四半期連結

会計期間末株式数

発 行 済 株 式 

普通株式（株） 32,314 59 － 32,373

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加59株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

２．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 

前連結会計

年度末残高

当第１四半期

会計期間増加

当第１四半期

会計期間減少

当第１四半期 

会計期間末 

当第１四半期

会計期間末残高

(千円) 

第２回新株予約権 

平成 16 年９月 14 日 
普通株式 390 － 47 343 ― 

第３回新株予約権 

平成 16 年９月 14 日 
普通株式 126 － 12 114 ― 

提
出
会
社(

親
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 ― 917 － 59 858 ― 

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

２．第３回新株予約権の当第１四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.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18年12月26日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 16,157千円 500円 平成18年９月30日 平成18年12月27日
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前連結会計年度 

(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 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末

株式数 

発 行 済 株 式 

普通株式（株） 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18年２月20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  

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

当連結会計

年 度 増 加

当連結会計

年 度 減 少

当連結会計 

年 度 末 

当 連 結 会 計

年 度 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 24 390 ― 

第３回新株予約権 

平成 16 年９月 14 日 
普通株式 96 96 66 126 ― 

提
出
会
社
（
親
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 1,320 917 ― 

（注）１．第１回、第２回及び第３回新株予約権の当連結会計年度の増加は、平成18年２月20日付の株式分割

（１：２）によるものであります。 

２．第４回新株予約権の当連結会計年度の増加は、平成17年12月27日の発行によるものであります。 

３．第１回新株予約権の当連結会計年度の減少は、権利行使によるものであります。 

４．第２回新株予約権の当連結会計年度の減少のうち、18株は権利行使によるもの、6株は権利放棄による

ものであります。 

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

 

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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(四半期連結キャッシュ･フロー計算書関係) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

(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第１四半期連結会計期間末残

高と第１四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12月31日現在）

※ 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 1,356,942千円

現金及び現金同等物 1,356,942千円  

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) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

(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（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

額及び第１四半期末残高相当額 

(単位：千円)

 
取得価額 
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

第１四半期
末残高 
相 当 額

工 具 器 具 
及 び 備 品 

32,855 21,478 11,377

ソフトウェア 13,733 6,965 6,768

合 計 46,589 28,443 18,145

 

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（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 

期末残高
相 当 額

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未経過リース料第１四半期末残高相当額 

１ 年 内 7,822千円

１ 年 超 11,484千円

 計   19,306千円
 

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

 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 

支払リース料 2,428千円

減価償却費相当額 2,148千円

支払利息相当額 253千円 

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 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。 

（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。 

 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

（減損損失について） 

同左 
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当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年９月30日) 

2. 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 

未経過リース料第１四半期末残高相当額 

１ 年 内 1,260千円

１ 年 超 4,725千円

 計   5,985千円
 

――― 

  

 

 

(有価証券関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年12月31日） 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

 取 得 原 価 
四半期連結貸借対照表

計 上 額 
差 額 

株 式 5,850 5,850 ― 

 

２.時価評価されていない有価証券 

(単位：千円) 

 
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 207,100 
  

 

 

前連結会計年度（平成18年９月30日） 

１．時価評価されていない有価証券 

(単位：千円) 

 連結貸借対照表計上額 

その他の有価証券  

非上場株式 174,600 
  

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年10月１日  至 平成18年12月31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。 

 

前連結会計年度(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。 
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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１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日  至 平成18年12月31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 71,418 326,628 727,674 73,337 20,332 1,219,392 ― 1,219,392

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― ― 39,528 ― ― 39,528 △39,528 ―

計 71,418 326,628 767,202 73,337 20,332 1,258,920 △39,528 1,219,392

営業費用 45,307 252,697 730,776 107,750 18,981 1,155,513 △16,666 1,138,846

営業利益（又は営業損失△） 26,111 73,930 36,426 △34,412 1,351 103,407 △22,861 80,545

（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、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34,433千円であり、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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年10月１日  至 平成18年９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 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

（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。 
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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、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す。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日  至 平成18年12月31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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年10月１日  至 平成18年９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１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日  至 平成18年12月31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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年10月１日  至 平成18年９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) 

項  目 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年10月１日  

至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

（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 46,810円 12銭 45,193円 10銭 

１株当たり第１四半期（当期）純利益 1,895円 90銭 7,688円 04銭 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益 

 

1,878円 54銭 

 

7,435円 80銭 

 

（注）１株当たり第１四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

項  目 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

１株当たり第１四半期（当期）純利益   

第１四半期（当期）純利益 (千円) 61,338 242,726 

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  

普通株式に係る第１四半期（当期）純

利益（千円） 
61,338 242,726 

期中平均株式数（株） 32,353 31,572 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益 
  

普通株式増加数（株） 299 1,071 

（うち新株予約権） （299） （1,071） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり第１四半期（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

旧商法第280条20及び第280条21に

基づく新株予約権（平成17年12月

27日定時株主総会によるもの） 

潜在株式の種類及び数 

種類 普通株式 401株 

同 左 
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(重要な後発事象) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年９月30日） 

株式分割について 

 当社は、平成 19 年１月 23 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 19 年２月 28 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18年10月１日  

株式分割基準日 平成19年２月28日  

効力発生日     平成19年３月１日  

 ③ １株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報については、下記のとおりであり

ます。 

当第１四半期会計期間 

1株当たり純資産額 

  23,405円06銭 

1株当たり当期純利益 

947円95銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

939円27銭 

 

前連結事業年度 

1株当たり純資産額 

22,596円55銭 

1株当たり当期純利益 

3,844円02銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

3,717円90銭  

 

――― 
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平成19年９月期 第１四半期財務・業績の概況(個別) 

 

平成19年２月14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 HTUhttp://www.jbr.co.jpUTH） 

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19年９月期第１四半期財務・業績の概況(平成18年10月１日～平成18年12月31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19年９月期第１四半期 1,117 ( 6.9) 76 (71.8) 87 (88.8) 51 (75.0)

平成18年９月期第１四半期 1,044 ( ― ) 44 ( ― ) 46 ( ― ) 29 ( ― )

(参考)平成18年９月期 4,330  353  385  239  

 

 
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19年９月期第１四半期 1,593 74 1,579 14 

平成18年９月期第１四半期 950 49 902 16 

(参考)平成18年９月期 7,588 59 7,339 61 

（注）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) 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19年９月期第１四半期 2,864 1,433 50.0 44,287 88

平成18年９月期第１四半期 2,272 1,161 51.1 37,461 17

(参考)平成18年９月期 2,809 1,388 49.4 42,968 77
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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19年９月期第１四半期 ― ― ― ― 

平成18年９月期第１四半期 △173 △146 480 1,206 

(参考)平成18年９月期 ― ― ― ― 

（注）平成18年３月中間期より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間に係る四半期キャッシュ・フロ

ー計算書は作成しておらず、前第１四半期会計期間についてのみ記載しております。 

 
 

３．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） 6,299円94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18年９月期 ― 500 500 

平成19年９月期(実績) ― ―  

平成19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１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18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  1,206,635 1,188,861  1,288,422 

2.売掛金  353,813 358,686  338,497 

3.たな卸資産  101,319 19,829  19,370 

4.その他  180,804 247,600  199,700 

貸倒引当金  △33,884 △21,361  △21,804 

流動資産合計   1,808,688 79.6 1,793,616 62.6  1,824,186 64.9

Ⅱ 固定資産     

1.有形固定資産 ※1 32,240 37,001  41,881 

2.無形固定資産     

(1)ソフトウエア  132,078 90,362  100,785 

(2)その他  8,177 82,572  31,026 

無形固定資産合計  140,255 172,934  131,812 

3.投資その他の 

 資産 
    

(1)投資有価証券  ― 212,950  174,600 

(2)関係会社株式  ― 468,700  468,700 

(3)差入保証金  ― 156,596  156,454 

(4)その他  288,440 22,921  12,441 

貸倒引当金  △27 △2,432  △2,439 

投資その他の資産合計  288,412 858,735  809,756 

固定資産合計   460,909 20.3 1,068,671 37.3  983,449 35.0

Ⅲ 繰延資産   2,839 0.1 1,787 0.1  2,214 0.1

資産合計   2,272,436 100.0 2,864,075 100.0  2,809,850 100.0
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(単位：千円) 
  

前第1四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第1四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18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  208,725 247,684  186,156 

2.短期借入金  500,000 700,000  700,000 

3.一年以内返済予定の

長期借入金 
 33,600 21,600  30,000 

4.未払金  164,034 129,288  65,090 

5.未払法人税等  12,100 30,650  103,290 

6.賞与引当金  2,547 2,320  9,235 

7.会員引当金  49,184 53,954  49,651 

8.その他 ※3 64,161 139,749  157,536 

流動負債合計   1,034,352 45.5 1,325,248 46.3  1,300,958 46.3

Ⅱ 固定負債     

1.長期借入金  21,600 ―  ― 

2.その他  55,187 105,096  120,399 

固定負債合計   76,787 3.4 105,096 3.7  120,399 4.3

負債合計   1,111,140 48.9 1,430,344 50.0  1,421,357 50.6

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   460,000 20.2 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金     

1.資本準備金  503,200 ―  ― 

資本剰余金合計   503,200 22.1 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金     

1.第1四半期 

 (当期)未処分利益 
 198,096 ―  ― 

利益剰余金合計   198,096 8.8 ― ―  ― ―

資本合計   1,161,296 51.1 ― ―  ― ―

負債資本合計   2,272,436 100.0 ― ―      ―  ―
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(単位：千円) 
  

前第1四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第1四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18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   ― ― 473,454 16.5  468,537 16.7

2.資本剰余金     

 (1)資本準備金  ― 516,654  511,737 

 (2)その他資本 

  剰余金 
 ― ―  ― 

 資本剰余金合計   ― ― 516,654 18.0  511,737 18.2

3.利益剰余金     

 (1)その他 

  利益剰余金 
    

   繰越利益 

  剰余金 
 ― 443,623  408,217 

 利益剰余金合計   ― ― 443,623 15.5  408,217 14.5

株主資本合計   ― ― 1,433,731 50.0  1,388,492 49.4

純資産合計   ― ― 1,433,731 50.0  1,388,492 49.4

 負債純資産合計   ― ― 2,864,075 100.0  2,809,850 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

(単位：千円) 
  前第1四半期会計期間 

(自 平成17年10月 １日 

   至 平成17 年 12 月 31 日) 

当第1四半期会計期間 

(自 平成18年10月 １日 

    至 平成18年12月31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   1,044,625 100.0 1,117,147 100.0  4,330,532 100.0

Ⅱ 売上原価   676,238 64.7 724,123 64.8  2,712,534 62.6

売上総利益   368,386 35.3 393,023 35.2  1,617,998 37.4

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費 
  324,087 31.0 316,927 28.4  1,264,210 29.2

営業利益   44,299 4.3 76,096 6.8  353,788 8.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  3,071 0.2 13,125 1.2  37,919 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※2  1,242 0.1 2,116 0.2  6,526 0.2

経常利益   46,128 4.4 87,105 7.8  385,180 8.9

Ⅵ 特別利益 ※3  ― ― 3,014 0.3  32,456 0.8

Ⅶ 特別損失 ※4  ― ― 1,102 0.1  16,599 0.4

税引前第 1 四半期

（当期）純利益 
  46,128 4.4 89,018 8.0  401,037 9.3

法人税、住民税及び

事業税 
 8,989 29,915  158,572 

法人税等調整額  7,673 16,663 1.6 7,540 37,455 3.4 2,878 161,450 3.8

第 1 四半期（当期）

純利益 
  29,465 2.8 51,562 4.6  239,586 5.5

前期繰越利益 
 

 168,630 ―   ―

第 1 四半期未処分利

益 

 
 198,096 ―   ―
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 

当第1四半期会計期間（自 平成18年10月１日  至 平成18年12月31日） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

純資産合計 

平成 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

第 1 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) 
4,916 4,916 4,916  9,833 9,833

剰余金の配当（注）  △16,157 △16,157 △16,157 △16,157

第1四半期純利益  51,562 51,562 51,562 51,562

第 1 四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
4,916 4,916 4,916 35,405 35,405 45,238 45,238

平成18年12月31日残高

（千円） 
473,454 516,654 516,654 443,623 443,623 1,433,731 1,433,731

（注）平成18年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金 

合計 繰越利益 

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

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（注）  △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

（注）平成17年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

平成 18 年３月中間期より連結財務諸表を作成しているため、当第 1 四半期会計期間、前事業年度については、四半期連

結財務諸表に記載しております。 

(単位：千円) 
 前第1四半期会計期間 

(自 平成17年10月 １日 

 至 平成17年12月31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  

税引前第１四半期（当期）純利益 46,128 

減価償却費 7,131 

貸倒引当金の増減額(△：減少) 364 

賞与引当金の増減額(△：減少) △6,380 

会員引当金の増減額(△：減少) 2,722 

受取利息及び受取配当金 △0 

支払利息 356 

売上債権の増減額(△：増加) △28,097 

たな卸資産の増減額(△：増加) 564 

差入保証金の増減額(△：増加) △7,740 

仕入債務の増減額(△：減少) 28,341 

未払金の増減額(△：減少) △12,640 

前受収益の増減額(△：減少) △873 

長期前受収益の増減額(△：減少) △6,892 

その他 △73,178 

小   計 △50,193 

利息及び配当金の受取額 0 

利息の支払額 △356 

法人税等の支払額 △122,889 

営業活動によるキャッシュ・フロー △173,440 

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 △859 

無形固定資産の取得による支出 △29,920 

投資有価証券の取得による支出 △31,400 

関係会社株式の取得による支出 △78,000 

貸付けによる支出 △6,000 

投資活動によるキャッシュ･フロー △146,179 

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 △5,600 

配当金の支払額 △13,408 

財務活動によるキャッシュ･フロー 480,991 

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） 161,370 

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1四半期末残高 ※ 1,206,635 
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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１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18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子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

によっております。 

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。 

(1)有価証券 

①子会社及び関連会社株式 

同左 

 

②その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 

(1)有価証券 

①子会社及び関連会社株式 

同左 

 

②その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

①商品 

 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貯蔵品 

  先入先出法による原価法 

によっております。 

(2)たな卸資産 

①商品 

同左 

 

② 

―――― 

 

 ③貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

①商品 

同左 

 

② 

―――― 

 

 ③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 

 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 

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 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18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エアに

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。 

 販売用ソフトウエアについて

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 

         同左 

(2)無形固定資産 

          同左 

 (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１四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１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18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。 

―――― ―――― 

(1) 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

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 

―――― (2) 匿名組合出資金の会計処理 

当社が出資する匿名組合の

損益のうち当社に帰属する持

分相当損益については「営業

外収益」に計上するとともに

「投資有価証券」を加減する

処理を行っております。 

―――― 
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会計処理方法の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
  至 平成18年12月31日） 

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

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期会計期間より、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。 

―――― （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。 

 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当第１四半期会計期間より、「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1,433,731千円でありま

す。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当第１四半期会計期間における

四半期貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

（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。

 

表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
  至 平成18年12月31日） 

―――― （貸借対照表） 

投資有価証券、関係会社株式及び差入保証金は総資産額

の5/100を超えたため、区分掲記することとしました。 

 なお、前第１四半期会計期間末は投資その他の資産の

「その他」にそれぞれ37,300千円,126,500千円及び91,494

千円含まれております。 
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注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18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 

34,954千円  39,867千円 36,531千円

 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５行と当座貸

越契約を締結しております。 

当第１四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１四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 

1,350,000千円   当座貸越極度額

の総額 

1,650,000千円  当座貸越極度額

の総額 

1,650,000千円

 借入実行残高  500,000千円   借入実行残高 700,000千円  借入実行残高 700,000千円

 差引額 850,000千円   差引額 950,000千円  差引額 950,000千円

   

※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１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18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 

 受取手数料 1,089千円  受取利息 46千円 受取利息 127千円

    受取家賃 754千円 受取手数料 4,400千円

    雑収入 754千円 受取賃貸料 2,831千円

    出向給与受入額 11,571千円 出向負担金受入額 23,142千円

     受取配当金 3,300千円

       

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 

 新株発行費償却 545千円  支払利息 1,623千円 支払利息 3,760千円

    雑損失 66千円 新株発行費償却 2,685千円

    新株発行費償却 427千円   

       

※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 

 ―   投資証券売却益 2,565千円 固定資産売却益 200千円

    貸倒引当金戻入益 449千円 投資有価証券売却益 8,796千円

     保険解約益 23,459千円

       

※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 

 ―   固定資産売却損 1,102千円 固定資産除却損 1,276千円

     関係会社株式評価損 3,499千円

     過年度消費税等 11,823千円

       

 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 2,194千円  有形固定資産 4,211千円 有形固定資産 10,766千円

 無形固定資産 4,937千円  無形固定資産 10,489千円 無形固定資産 36,414千円

      

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18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。 

自己株式の種類及び株式数に関す

る事項 

同左 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 
 平成18年３月中間期より連結財務諸表を作成しているため、当第1四半期会計期間、前事業年度については、四半期連

結財務諸表に記載しております。 
 

前第１四半期会計期間 

（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12月31日現在）

現金及び預金勘定          1,206,635千円

現金及び現金同等物         1,206,635千円
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（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１四

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第１四

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）
 

 

取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

第1四

半期末

残高相

当額 

車両 

運搬具 
3,545 3,426 118 

工具器

具及び

備品 

32,855 15,889 16,965 

ソフト

ウェア 
17,633 7,468 10,165 

合計 54,034 26,784 27,249 

 

 

 

取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

第1四

半期末

残高相

当額 

工具器

具及び

備品 

32,855 21,478 11,377

ソフト

ウェア
13,733 6,965 6,768

合計 46,589 28,443 18,145

 

 

 

取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

期末残

高相当

額 

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 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

② 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 9,114千円

１年超 19,306千円

合 計 28,420千円
  

 
１年内 7,822千円

１年超 11,484千円

合 計 19,306千円
  

 
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 

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 2,946千円

減価償却費相当額 2,456千円

支払利息相当額 347千円
 

  
支払リース料 2,428千円

減価償却費相当額 2,148千円

支払利息相当額 253千円
 

  
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 

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。 

 

（減損損失について） 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

―――― 

２．オペレーティング・リース取引 

―――― 

２．オペレーティング・リース取引 

―――― 
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（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成17年12月31日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

前第１四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

種類 

第１四半期貸借対照表計上額 

その他の有価証券  

 非上場株式 37,300千円 

 

当第１四半期会計期間末（平成18年12月31日） 

当第１四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。 

 

前事業年度末（平成18年９月30日）   

  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） 

 前第１四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成17年12月31日） 

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

 

当第１四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

  当第１四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。 

 

 前事業年度（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。 
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（持分法損益等） 

 平成 18 年３月中間期より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間、前事業年度については持分法損

益等に関する注記を行っておりません。 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
  至 平成17年12月31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 17,235千円 

持分法を適用した場合の投資損失の金額 △20,801千円 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
 至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（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 37,461円 17銭 １株当たり純資産額 44,287円 88銭 １株当たり純資産額 42,968円 77銭

１株当たり 

第１四半期純利益 
950円 49銭 

１株当たり 

第１四半期純利益 
1,593円 74銭

１株当たり 

当期純利益 
7,588円 59銭

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期 

純利益 

 902円 16銭 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

純利益 

1,579円 14銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

7,339円 61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。 

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 37,010円 68銭 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 54銭 

１株当たり 

当期純利益 
 4,454円 54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 
 4,192円 65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１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（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    

第１四半期（当期）純利益 29,465千円 51,562千円 239,586千円 

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１四半期

(当期)純利益 
29,465千円 51,562千円 239,586千円 

期中平均株式数 31,000株 32,353株 31,572株 

潜在株式調整後１株当たり第１

四半期（当期）純利益 
   

普通株式増加数 

（うち新株予約権） 

1,661株 

      (1,661) 

59株 

        （59) 

1,071株 

(1,071) 

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり第１四

半期（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

― 旧商法第280条20及び第280

条21に基づく新株予約権 

（平成17年12月27日定時株

主総会によるもの） 

潜在株式の種類及び数 

種類 普通株式 401株 

同左 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

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

(1) 会社分割によるバイク会員事業部門の

分社化について 

 当社は平成 18 年２月３日開催の取締役

会において、分社型新設分割により、当社

のバイク会員事業部門を、新たに設立する

JBR Motorcycle 株式会社に継承すること

を決議し、平成 18 年４月１日(予定)をも

って会社分割を実施いたします。 

① 分割の目的 

 バイク市場において会員の拡大を図ると

ともに、より専門的かつ効率的な経営体制

を構築し、事業の成長を加速し、今まで以

上に安定的な運営を行っていくため、バイ

ク事業部門を分社化することといたしまし

た。 

② 新設会社の概要 

商号 JBR Motorcycle株式会社 

本店所在地 名古屋市昭和区鶴舞二丁目17

番17号  

設立時期 平成18年４月１日（予定） 

事業内容 バイク関連各種会員事業等 

資本金 約20,000千円 

従業員数 ５名 

大株主及び

持株比率 

当社           100% 

③ 分割事業部門の内容 

 会員制ロードサービス事業「バイクロー

ドサービス」「盗難補償システム」「スク

ーターレスキューシステム」などバイク関

連の各種会員事業を中心として事業展開し

ております。 

 

 分割事業部門の平成 17 年９月期におけ

る経営成績 

 分割事業部門売上高(a)   508百万円 

当社平成 17 年９月期実績

売上高(b) 

3,629百万円 

比率(a/b) 14.0％  

株式分割について 

 当社は、平成19年１月23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19年２月28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18年10月１日  

株式分割基準日 平成19年２月28日  

効力発生日     平成19年３月１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。 

 

 

前第１四半期会計期間 

1株当たり純資産額 

18,730円59銭 

1株当たり当期純利益 

475円25銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

451円08銭 

 

当第１四半期会計期間 

1株当たり純資産額 

22,143円94銭 

1株当たり当期純利益 

796円87銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

    789円57 銭 

 

前事業年度 

1株当たり純資産額 

  21,484円39銭 

1株当たり当期純利益 

3,794円30銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 

3,669円81銭  
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前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
  至 平成18年12月31日） 

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

(2) JBR Motorcycle 株式会社と株式会社

バイクブロスとの資本提携に関する

基本合意について 

 当社は、平成 18 年２月３日開催の取締

役会において、当社が平成 18 年４月１日

付(予定)で会社分割により設立する JBR 

Motorcycle 株式会社と株式会社バイクブ

ロスの資本提携を行うことを決議しまし

た。 

 

① 株式会社バイクブロスの概要 

 商号 株式会社バイクブロス 

主たる事

業内容 

バイク・パーツ情報誌発行、Web

サイト、モバイルサイトの運営

等 

設立年月

日 

平成11年12月20日 

本店所在 東京都千代田区西神田二丁目 5 番

8号 

代表者 代表取締役社長 蛯原 健 

(平成17年12月就任) 

資本金 159百万円 

発行済株

式総数 

3,680株 

(平成17年４月30日現在) 

決算期 毎年４月30日 

従業員数 約60名 

大株主及

び 

持株比率 

株式会社アイシーピー  (38.0%) 

株式会社日本二輪流通  (34.2%) 

② 日程（予定） 

平成 18 年２

月３日 

当社取締役会決議及び基本合

意 

平成 18 年２

月13日 

当社取締役会決議 詳細内容

決定 

平成 18 年４

月１日 

会社分割・新設会社設立 

平成 18 年４

月中旬 

新設会社取締役会決議 

（第三者割当増資及び株式会

社バイクブロスとの業務・

資本提携） 

③ 資本提携の内容 

第三者割当増資後の出資比率は、当社

60％、株式会社バイクブロス 40％となる

予定です。 
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