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平成19年10月期 決算短信（非連結） 

平成19年12月14日 

上 場 会 社 名  株式会社アークコア 上場取引所    名証セントレックス 
コ ー ド 番 号  ３３８４ ＵＲＬ http://www.arkcore.co.jp） 
代 表 者 （役職名）代表取締役社長  （氏名）正渡 康弘 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理本部長 （氏名）土屋 勉       ＴＥＬ ( 03 ) 5746 － 2217 
定時株主総会開催予定日  平成20年１月25日 配当支払開始予定日 ― 
有価証券報告書提出予定日 平成20年１月28日  

 
(百万円未満切捨) 

１．平成19年10月期の業績（平成18年11月１日～平成19年10月31日） 
(1) 経営成績                                （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年10月期 
18年10月期 

百万円   ％ 
2,980     9.6 
2,719   2.9 

百万円   ％
△127      ―
△266    ―

百万円   ％ 
△136      ― 
△267      ― 

百万円   ％
△145      ―
△273      ―

 

 
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 
営業利益率 

 
19年10月期 
18年10月期 

円  銭 
△11,366 51 
△21,539 33 

円  銭
― ―
― ―

％
△118.1
△130.5

％ 
△21.0 
△58.1 

％
△4.3
△9.8

(参考)持分法投資損益    19年10月期    ―百万円   18年10月期    ―百万円 
 
(2) 財政状態                                 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年10月期 
18年10月期 

百万円 
831 
465 

百万円
227
72

％ 
20.8 
15.6 

円 銭
11,559 66
5,734  73

(参考)自己資本   19年10月期    172百万円   18年10月期    72百万円 
 
(3) キャッシュ･フローの状況                         

 
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 

 
19年10月期 
18年10月期 

百万円 
△189 
△264 

百万円
△31
△62

百万円 
502 
310 

百万円
466
185

 

２．配当状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18年10月期 
19年10月期 

0 00 
0 00 

0 00 
0 00 

0 00
0 00

0 00
0 00

0 00
0 00

― 
― 

― 
― 

―
―

20年２月期 
（予想） 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00    

 
３．平成20年２月期の業績予想（平成19年11月１日～平成20年２月29日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通    期 758   ― △98  ― △101  ― △102 ― △5,225  28

(注) 平成20年２月期は、決算期変更により４ヶ月決算となる予定であります。 
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 
② ①以外の変更   有 
(注)詳細は、17ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年10月期   19,700株 18年10月期   12,700株 
②期末自己株式数  19年10月期       ―株 18年10月期       ―株 
 (注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記数値予想は、本資料の発表日における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載

しており、実際の業績は、今後の様々な要因によって上記予想と異なる結果になる可能性があります。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益が好調に推移していることを背景として、設備投資は

増加基調が続いております。また、雇用情勢が次第に改善され、個人消費は持ち直してきております。

一方で原油をはじめとする資源価格の高騰によって、企業収益に影響を及ぼす可能性があります。 

バイク業界におきましては、社団法人日本自動車工業会によりますと、平成19年３月末日現在の小

型二輪車(排気量251cc以上)の保有台数は145.2万台で前年同月比2.5万台の増加、軽二輪車(排気量

126cc以上250cc以下)の保有台数は195万台で前年同月比4.2万台の増加となっており、中古バイクとし

て比較的再販価値の高い大排気量のカテゴリーに関しては、緩やかに保有台数が増加しております。 

当社におきましては、従前より費用対効果の高いプロモーションツールとしてインターネットを利

用した営業戦略を策定し、リスティング広告やSEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適

化)、アフィリエイト等を利用した広告宣伝を行ってまいりました。その効果があがる一方で、インタ

ーネット上ではバイク買取一括査定サイトが増加して、バイクユーザーの利便性が高まる反面、バイ

ク買取会社間の競合頻度も高まってきております。 

また、「Motosonic(モトソニック)」ブランドのより一層の認知度向上のために、ラジオＣＭを各店

舗の拠点及びその周辺地域において継続的に実施しております。 

店舗戦略としましては、平成18年11月に埼玉県さいたま市及び神奈川県横浜市に「Motosonic(モト

ソニック)」店舗と「アップガレージライダース」店舗の併設店舗を出店しております。これにより

「Motosonic(モトソニック)」11店舗と「アップガレージライダース」２店舗となっております。 

また、平成19年２月より「Motosonic(モトソニック)」練馬店では、「モトソニック Direct（モト

ソニックダイレクト）」として、一般消費者向け中古バイク販売への取り組みを開始しております。 

以上の結果、販売台数は13,158台で前期比2.6％増となったことで、売上高も増加しましたが、当期

首に計画していた販売台数を達成することができなかったことが影響し、営業損失を計上しておりま

す。 

当事業年度における売上高は2,980,310千円(前期比9.6%増)、営業損失は127,363千円(前期は同

266,286千円)、経常損失は136,170千円(前期は同267,401千円)、当期純損失は145,013千円(前期は同

273,549千円)となりました。 

 

② 次期の見通し 

当社は、平成19年11月13日の取締役会において、事業年度を毎年３月１日から２月末日までとす

ることを決議いたしました。当該事業年度は、平成20年１月25日開催予定の定時株主総会において

「定款一部変更の件」が決議されることを条件として、平成19年11月1日から平成20年2月29日まで

の４ヶ月決算となる予定であります。 

平成20年２月期につきましては、当社が掲げるスローガン「CLOSE TO RIDERS（クロース・トゥ・

ライダーズ＝ライダーにもっと身近な存在に）」の強化を図るべく、株式会社ゲオとの提携による

ブランドの確立とゲオグループの店舗及びサービスを相互利用することにより、収益力の向上に努

めてまいります。 

具体的な取り組みといたしましては、ゲオの名を冠するブランド名への変更、ゲオグループ会員



ファイル名:短信全ページ20071212.doc 更新日時:12/12/2007 8:46:00 PM 印刷日時:07/12/12 20:48 

- 4 - 

に対するプロモーション等によりバイクユーザーの当社ブランドの認知度、当社店舗への来店頻度

向上と利益増大を図ってまいりますが、例年11月から2月にかけては他の時期と比較して中古バイク

の流通台数が減少し、当社におけるバイクの買取台数及び販売台数が減少することから、損失を計

上することを見込んでおります。 

平成20年２月期の業績見通しは売上高751百万円、経常損失101百万円、当期純損失102百万円とし

ております。 

なお、平成21年２月期の業績については、株式会社ゲオとの提携効果により収益性の改善が図ら

れることを見込んでおり、通期の業績予想を下記のとおりとしております。 

平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

通    期 4,219    172 162 158 8,066  04

   (注) 期末発行済株式数を19,700株としております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び資本 

当事業年度末において総資産は831,968千円となり、前事業年度末と比較して366,168千円増加し

ております。これは、主として第三者割当増資による新株式の発行、新株予約権証券の発行と銀行

からの長期借入が増加したことにより、現預金残高が増加しているためであります。 

 

② キャッシュ・フロー 

当事業年度末の現金及び現金同等物は466,782千円(前期比280,980千円増)となりました。当事業

年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により使用した資金は189,298千円(前期は同264,249千円)となりました。これは主に、

税引前当期純損失141,461千円を計上したこと及び売上債権の増加による減少額103,604千円による

ものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により使用した資金は31,795千円(前期は同62,176千円)となりました。これは主に、出

店に伴う有形固定資産の取得による支出17,849千円及びソフトウェアの取得による支出13,900千円

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) 

財務活動により得られたキャッシュ・フローは502,074千円(前期は同310,000千円)となりました。

これは主に、株式会社ゲオに対する第三者割当増資による新株式の発行による収入243,838千円及び

銀行からの長期借入金による収入200,000千円によるものであります。 

以上により、現金及び現金同等物は466,782千円となりました。 
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なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 平成16年10月期 平成17年10月期 平成18年10月期 平成19年10月期 

自 己 資 本 比 率
(％) 

37.0 76.1 15.6 20.8

時価ベースの自
己資本比率(％) 

― 530.5 259.0 0.9

キャッシュ・フ
ロー対有利子負
債比率(％) 

1.1 ― ― ―

インタレスト・
カバレッジ・レ
シオ(倍) 

27.9 7.2 ― ―

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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：営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

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

使用しております。 

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

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

額を使用しております。 

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

ので、平成16年10月期の時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

※ 平成18年10月期及び平成19年10月期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、キャ

ッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりま

せん。 

 

(3)  利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、前事業年度及び当事業年度において当期純損失を計上いたしました。当社としましては、

早期に繰越損失を一掃することが最優先であると考えております。 
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(4) 事業等のリスク 

① 市場動向による影響 

株式会社二輪車新聞社発行の二輪車新聞によれば、平成18年４月１日現在のバイクの国内保有台

数は1,308万台であり、長引く景気低迷による消費不況、昭和61年の原付第一種のヘルメット着用義

務化等の影響により、昭和61年の1,867万台をピークに年々減少傾向にあります。今後もバイクの保

有台数の減少が継続する場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② バイク利用者の動向による影響 

当社はほとんどの種類のバイクを取扱っておりますが、平成19年10月期に取扱ったバイクのうち、

原付第二種（51ｃｃ～125ｃｃ）以上の排気量のバイクの割合が、売上高の92.5％となっておりま

す。これらのバイクは、ビジネスユースや通勤通学手段としてのニーズが多い原付第一種(50cc以

下)と比較して嗜好性が強く、その利用人口は流行によって左右されやすいという特質を持ってい

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

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

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

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 少数のオークション会社による販売の影響 

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

のであり、全売上高に対するオークションによる販売の割合は平成19年10月期において87.4％とな

っております。オークションでは需給関係によって価格が決定することとなるため、例えば、同一

商品であっても、その時々において売却（落札）価格が異なることがあります。 

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

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

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

また、オークションでの販売においては、オークション会社である株式会社ビーディーエスへの

依存度が高く、平成19年10月期において、同社が主催するオークションおよび同社への直接販売が

全売上高の81.8％となっております。これは、同社が二輪車オークションの業界で大きなシェアを

有し、同社が主催するオークションにおける成約率、落札相場が良好なためであります。当社では

同社に万一のことがあった場合を想定し、他のオークション会社とも取引を行っておりますが、何

らかの事情により同社との取引が減少あるいは停止した場合には、当社の経営成績及び今後の事業

展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 競合について 

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

後、新規参入により競争が激化する可能性もあります。競争激化に伴う買取価格の上昇、オークシ

ョンにおける落札価格の下落等により、当社の経営成績および今後の事業展開に影響を及ぼす可能
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性があります。 

 

⑤ 法的規制に関するリスク 

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

に基づく「古物商」の許可を受けて行っております(宮城県公安委員会 第221240000796号、東京都

公安委員会 第302180207940号、埼玉県公安委員会 第431010017803号、千葉県公安委員会 第

441430000285号、神奈川県公安委員会 第451400003439号、愛知県公安委員会 第541210403700号、

大阪府公安委員会 第621151603389号、広島県公安委員会 第731030500024号、福岡県公安委員会 

第909990040946号)。 

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

業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 会社組織に関するリスク 

平成19年10月31日現在、当社は取締役5名(社外取締役1名含む)、常勤監査役1名、非常勤監査役1

名、従業員64名と小規模組織で事業展開しております。また、内部管理体制も規模に応じた形で運

用しております。 

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

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

場合、当社の経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 個人情報に関するリスク 

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

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

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

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

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ システムに関するリスク 

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

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

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

があります。 

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

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

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 

当社は平成19年10月に株式会社ゲオを割当先として新株式を発行し、株式会社ゲオの持分法適用会社

となりました。  

当社の関係会社の状況は以下のとおりであります。 

(平成19年10月31日現在) 

名称 住所 
資本金 
(百万円)

主要な 
事業内容 

議決権の 
所有割合
(％) 

関係内容 

株式会社ゲオ 愛知県春日井市 8,556 
DVD、ビデオ、CD、ゲーム、書籍等
のアミューズメントソフト全般の
レンタル、リサイクル、販売業 

35.5 ― 

(注) 有価証券報告書提出会社であります。 

 

３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社はバイクユーザーに対して、ユーザーメリットの高い中古バイク買取サービス、すなわち高く

バイクを売ることができ、買取価格に透明性があり、手軽で便利であるサービスを提供すること、更

には中古バイクの販売やバイクパーツの買取・販売等、サービスを拡充すること、そしてこれらをロ

ーコストで実現することに取り組み、多くのバイクユーザーから支持される企業となること、バイク

業界を活性化すること、高い成長性と収益性を実現することを事業ビジョンとしております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

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

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

バイクユーザー以外の一般消費者に高まること、当社を利用するメリットをより明確に打ち出してい

くことで、当社の成長の可能性は十分にあると考えております。 

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

また、１台当たりの売上単価、粗利単価及び広告費単価を重視しており、買取りしたバイクに高い付

加価値を与えることにより、売上単価、粗利単価の向上に努めるとともに、費用対効果の高い広告宣

伝施策により広告費単価の縮減を図ってまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社のビジネスは、バイクの売却を希望するユーザーに対してきめこまかなサービスを提供する

「サービス業」であると定義しており、より満足度の高いサービスを提供すること及びそのサービス

を広く認知していただくことが重要な戦略と考えております。 

より満足度の高いサービスを提供することに関しては、販売経路の拡大により、当社がより高くバ

イクを売却できることに取り組み、その結果、買取り価格をより高いものにしていくこと、また、お

客様のニーズに即した売却方法として、当社が直接買取るという方法以外のサービスの構築にも取り

組み、お客様にとってより高くバイクを売却できるサービス、利便性が高いサービス、価格の透明性

が高く、利用することに対する安心度、利用した結果への満足度が高いサービスを構築したいと考え
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ております。 

また、中古バイク販売サービス「モトソニックDirect」の強化を図り、顧客満足度の向上、その効

果による収益の増大を図ってまいります。 

サービスを広く認知していただくことに関しては、ゲオの名前を冠したブランド名に変更するとと

もに、ゲオグループとの業務提携によって、今まで難易度の高かった幅広い層のユーザーへの認知浸

透を推し進めることができるようになりますので、そのための施策等を順次実行してまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

株式会社二輪車新聞社が発行する二輪車新聞によれば、平成18年４月１日現在のバイクの国内保有

台数は1,308万台であり、うち排気量が50ccを超える比較的市場価値の高い原付第二種以上のバイクで

も471万台あります。このような中古バイク流通市場において、当社が中長期的に成長していくために

は、バイクユーザーにとってより身近な存在となるための当社ブランドの認知度の向上及び顧客満足

度の高いサービスを実施していくことが必要となっております。 

ブランド認知度の向上につきましては、ゲオグループの店舗やWEBサイト、各種広告媒体等を活用し、

1,000万人を超えるゲオショップ会員に向けて、他のバイク買取会社では得られない、メリットのある

サービスを提供していくことで、当社サービスを利用する顧客を獲得してまいります。 

顧客満足度の高いサービスにつきましては、バイクの売却を希望するユーザーに向けては、バイク

買取WEBサイト「http://www.bike-kaitori.com」のリニューアルによる利便性の向上を図るとともに、

ゲオグループとの提携効果も含めた広告費単価削減分の買取価格への還元を実施してまいります。 

一方、中古バイクの購入を希望するユーザーに対しては、「Motosonic(モトソニック)」店で買取し

たバイクを直接販売する｢モトソニックDirect(モトソニックダイレクト)｣事業を強化することにより、

ユーザーに良質で市場価格よりも安価なバイクを購入する機会を提供することで、当社の収益の増大

につなげてまいります。 

具体的には、バイク販売Webサイト「http://www.8191616.com」のリニューアルを実施し、利便性が

高く楽しく利用できるWebサイトにしていくとともに、SEO（検索エンジン最適化）施策等によりネッ

ト上での露出の頻度を高めてまいります。 

また、「Motosonic(モトソニック)」千葉店において、｢モトソニックDirect(モトソニックダイレク

ト)｣として、ユーザー向けの車両展示販売の開始を予定しており、バイクユーザーの来店を促進して

まいります。 
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４ 財務諸表等 

① 【貸借対照表】 

 

  
前事業年度 

(平成18年10月31日) 
当事業年度 

(平成19年10月31日) 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

金額（千円） 
構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

 (資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  185,802 466,782  

２ 売掛金  17,596 121,201  

３ 商品  63,281 61,728  

４ 貯蔵品  807 722  

５ 未収入金  4,149 7,530  

６ 未収法人税等  16,777 90  

７ 未収消費税等  10,410 ―  

８ 前払費用  16,725 19,938  

９ その他  183 8,512  

流動資産合計  315,733 67.8 686,505 82.5 370,772

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物附属設備  89,734 91,896   

減価償却累計額  △21,002 68,731 △32,672 59,223  

(2) 構築物  41,183 40,515   

減価償却累計額  △6,174 35,009 △10,367 30,148  

(3) 車両及び運搬具  3,793 5,106   

減価償却累計額  △3,187 606 △2,994 2,111  

(4) 工具器具及び備品  14,825 16,533   

減価償却累計額  △9,678 5,147 △12,534 3,999  

有形固定資産合計  109,494 23.5 95,483 11.5 △14,010

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  944 12,620  

(2) 電話加入権  136 136  

無形固定資産合計  1,080 0.2 12,756 1.5 11,675

３ 投資その他の資産    

(1) 出資金  55 86  

(2) 差入保証金  39,437 35,379  

(3) その他  ― 1,757  

投資その他の資産合計  39,492 8.5 37,223 4.5 △2,269

固定資産合計  150,067 32.2 145,463 17.5 △4,604

資産合計  465,800 100.0 831,968 100.0 366,168
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前事業年度 

(平成18年10月31日) 
当事業年度 

(平成19年10月31日) 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

金額（千円） 
構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  ― 380  

２ 短期借入金  310,000 380,000  

３ １年以内返済予定の 
長期借入金 

 ― 66,672  

４ 未払金  54,498 47,526  

５ 未払法人税等  1,349 5,500  

６ 未払消費税等  ─ 10,896  

７ 未払費用  18,596 16,159  

８ 預り金  8,525 10,438  

９ その他  ― 14  

流動負債合計  392,969 84.4 537,587 64.6 144,617

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  ― 66,656  

  固定負債合計  ― ― 66,656 8.0 66,656

負債合計  392,969 84.4 604,243 72.6 211,273

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  110,325 23.7 232,825 28.0 122,500

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  138,035 260,535   

資本剰余金合計  138,035 29.6 260,535 31.3 122,500

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  △175,528 △320,542   

利益剰余金合計  △175,528 △37.7 △320,542 △38.5 △145,013

株主資本合計  72,831 15.6 172,817 20.8 99,986

Ⅱ 新株予約権  ― ― 54,908 6.6 54,908

純資産合計  72,831 15.6 227,725 27.4 154,894

負債純資産合計  465,800 100.0 831,968 100.0 366,168
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② 【損益計算書】 

  
前事業年度 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比 
(％) 

金額 
(千円)

Ⅰ 売上高  2,719,456 100.0 2,980,310 100.0 260,853

Ⅱ 売上原価    

１ 商品期首たな卸高  32,009 63,281   

２ 当期商品仕入高  1,801,979 1,921,424   

合計  1,833,989 1,984,706   

３ 商品期末たな卸高  63,281 1,770,708 65.1 61,728 1,922,977 64.5 

売上総利益  948,748 34.9 1,057,332 35.5 108,584

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 販売手数料  104,556 101,940   

２ 販売促進費  10,237 6,831   

３ 荷造運賃  50,087 48,858   

４ 広告宣伝費  375,546 321,680   

５ 役員報酬  49,799 49,800   

６ 給与手当  279,603 271,899   

７ 賞与  5,400 610   

８ 法定福利費  37,988 37,807   

９ 旅費交通費  51,381 53,267   

10 減価償却費  21,015 22,224   

11 地代家賃  78,939 91,778   

12 通信費  25,696 25,869   

13 その他  124,784 1,215,035 44.7 152,127 1,184,696 39.8 

営業損失  266,286 △9.8 127,363 △4.3 138,923

Ⅳ 営業外収益    

  １  受取手数料  854 702   

 ２ 受取保険料  220 ―   

３ 雑収入  71 1,145 0.0 1,252 1,954 0.1 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  2,142 9,487   

２ 株式交付費  ─ 1,161   

３ 雑損失  117 2,260 0.1 113 10,762 0.4 

経常損失  267,401 △9.8 136,170 △4.6 131,230

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※１ 65 65 0.0 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ ― 20   

２ 固定資産除却損 ※２ 1,360 1,360 0.1 5,269 5,290 0.2 

税引前当期純損失  268,696 △9.9 141,461 △4.8 127,234

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,478 3,552   

法人税等調整額  2,374 4,853 0.2 ― 3,552 0.1 

当期純損失  273,549 △10.1 145,013 △4.9 128,535
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10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 

繰越利益剰余金

株主資本合計 

純資産合計

平成17年10月31日残高(千円) 110,325 138,035 98,020 346,380 346,380

事業年度中の変動額  

当期純損失(△)(千円) ― ― △273,549 △273,549 △273,549

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― △273,549 △273,549 △273,549

平成18年10月31日残高(千円) 110,325 138,035 △175,528 72,831 72,831

 

当事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10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

繰越利益剰余金

株主資本合
計 

新株予約権 純資産合計

平成18年10月31日
残高(千円) 

110,325 138,035 △175,528 72,831 ― 72,831

事業年度中の変動
額 

  

 新株の発行 
(千円) 

122,500 122,500 ― 245,000 ― 245,000

当期純損失(△) 
(千円) 

― ― △145,013 △145,013 ― △145,013

 新株予約権証券 
の発行(千円) 

― ― ― ― 54,908 54,908

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

122,500 122,500 △145,013 99,986 54,908 154,894

平成19年10月31日
残高(千円) 

232,825 260,535 △320,542 172,817 54,908 227,725



ファイル名:短信全ページ20071212.doc 更新日時:12/12/2007 8:46:00 PM 印刷日時:07/12/12 20:48 

- 14 - 

 

④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日)

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

増減 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 
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  △268,696 △141,461 

減価償却費  21,015 22,224 

支払利息  2,142 9,487 

有形固定資産売却益  △65 ― 

有形固定資産売却損  ― 20 

有形固定資産除却損  1,360 5,269 

売上債権の増減額(△は増加)  42,699 △103,604 

たな卸資産の増減額(△は増加)  △31,449 1,637 

仕入債務の増減額(△は減少)  △2,895 380 

その他流動資産の増減額(△は増加)  △10,821 12,711 

その他流動負債の増加額  18,363 9,671 

その他  1,622 5,504 

小計  △226,723 △178,157 48,566

利息の支払額  △2,296 △9,781 

法人税等の支払額  △35,229 △1,359 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △264,249 △189,298 74,950

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  △49,193 △17,849 

有形固定資産の売却による収入  285 70 

無形固定資産の取得による支出  △151 △13,900 

差入保証金の差入による支出  △15,251 △1,022 

差入保証金の返戻による収入  2,139 1,463 

その他  △5 △556 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △62,176 △31,795 30,381

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  560,000 330,000 

短期借入金の返済による支出  △250,000 △260,000 

長期借入れによる収入  ― 200,000 

長期借入金の返済による支出  ― △66,672 

株式の発行による収入  ― 243,838 

新株予約権証券の発行による収入  ― 54,908 

財務活動によるキャッシュ・フロー  310,000 502,074 192,074

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △16,425 280,980 297,406

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  202,228 185,802 △16,426

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  185,802 466,782 280,980
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
 

前事業年度 
(平成18年10月31日) 

当事業年度 
(平成19年10月31日) 

― 当社は前事業年度に266百万円、当事業年度に127百

万円の営業損失を計上すると同時に、営業キャッシ

ュ・フローにつきましても前事業年度に264百万円、当

事業年度に189百万円とそれぞれマイナスになっており

ます。当該状況により、当事業年度末において、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく、下記のとおり諸施

策に取り組んでまいります。 

 

① 財務体質の健全化 

当社は、第３四半期末において債務超過となりま

したが、10月に株式会社ゲオ(東証・名証第一部上

場、証券コード2681)に対して第三者割当による新株

式の発行(調達資金の総額245百万円)を実施いたしま

した。これにより債務超過を解消するとともに、株

式会社ゲオの持分法適用会社となっております。 

さらに、同社に対しては新株予約権10,600個を発

行(発行時調達資金の総額54百万円)しております。 

 

② 広告宣伝費の最適化 

当社は、バイク買取に係る査定依頼件数を増大さ

せるために、様々な広告媒体・手法を採り入れてま

いりました。その結果、買取台数は増大したもの

の、買取台数の増加率以上に広告費が増大する傾向

が続いてまいりました。 

この状況に鑑み、広告宣伝費の費用対効果測定の

強化と、測定データをもとにした広告媒体ごとの広

告内容や投下費用の見直し、さらには問合せ情報が

入ってきた後の業務フローの細やかな調整や、その

業務効率を高めるためのシステム構築等を組み合わ

せた広告宣伝費の最適化への取り組みを推し進めて

おります。 

これにより、買取台数１台当たりの広告宣伝費単

価を低減し、収益性の改善に努めてまいります。 

 

③ 当社ブランドの認知度の向上 

 当社の事業環境は、競合他社との認知度格差によ

って悪化しておりました。当社が収益力を高めてい

くためには、株式会社ゲオとの連携により当社ブラ

ンドの認知度を向上させることが必要となっており

ます。 

具体的な施策としては、株式会社ゲオとの提携に

よる効果を最大限に発揮するために、バイク買取サ

ービスのブランド名を知名度の高いゲオを冠する名

称に改称することを予定しております。 

さらに、ゲオグループの既存店舗内でのバイク買

取サービスの告知並びに会員向けサービス等を利用

した各種の施策を展開していくことにより、競合他

社が提供するサービスとの差別化を図ってまいりま
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す。 

これらの施策を推進することにより、当社ブラン

ドの認知度が向上し、査定依頼、買取台数、販売台

数の増大につながっていくことを想定しておりま

す。 

 

財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、当該重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。 

 

重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

１ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 商品 

  個別法による原価法 

(1) 商品 

  同左 

 (2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法 

(2) 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 

(1) 有形固定資産 

  同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 
なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における見込利用
可能期間(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

  同左 

３ 繰延資産の処理方法 ― 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

４ リース取引の処理方法 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 

５ 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 

６ その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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重要な会計方針の変更 

前事業年度 
(平成18年10月31日) 

当事業年度 
(平成19年10月31日) 

(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

会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)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等) 

 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」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号)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

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号)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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は72,831

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

ける純資産の部の表示については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

 

― 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(減価償却の方法の変更) 

 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得する固定資産については、改正法人

税法に規定する償却方法により減価償却費を計上して

おります。なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 

(追加情報) 

当社は、平成１９年３月３１日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法の規定に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費

の金額に含めて計上しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成18年10月31日) 

当事業年度 
(平成19年10月31日) 

―   ― 

  

 

(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

※１ 固定資産売却益は次のとおりであります。 

車両及び運搬具 65千円 

 

※２ 固定資産除却損は次のとおりであります。 

建物附属設備及び 
構築物 1,360千円 

 

※１         ― 

 

 

※２ 固定資産除却損は次のとおりであります。 

建物附属設備及び 
構築物 5,269千円 
 

※３ 固定資産売却損は次のとおりであります。 

車両及び運搬具 20千円 

 

 

 (株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

発行済株式   

普通株式(株) 12,700 ― ― 12,700

 

２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 
 
 

当事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

発行済株式   

普通株式(株) 12,700 7,000 ― 19,700

(注) 普通株式は、第三者割当による新株式の発行により増加しております。 
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２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株） 
会社名 内訳 

新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

前事業 
年度末 

増加 減少 
当事業 
年度末 

当事業年度
末残高 
（千円）

提出会社 平成19年新株予約権 普通株式 ― 10,600 ― 10,600 54,908

合計 ― 10,600 ― 10,600 54,908

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成19年新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

 

４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31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 

現金及び預金勘定 185,802千円 

現金及び現金同等物 185,802千円 

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 466,782千円 

現金及び現金同等物 466,782千円 
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(リース取引関係) 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31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

累計額相当額及び期末残高相当額 

 車両及び運搬具 

取得価額相当額      40,606千円 
減価償却累計額相当額   20,311千円    
期末残高相当額      20,294千円 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

一年内          13,868千円 

一年超          7,135千円 

合計           21,004千円 

 

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       14,604千円 

減価償却費相当額     13,535千円 

支払利息相当額       1,410千円 

 

④ 減価償却相当額及び利息額相当額の算定

方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとする定額法によっております。 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方

法は利息法によっております。 

 

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 

 車両及び運搬具 

取得価額相当額      66,951千円 
減価償却累計額相当額   39,653千円    
期末残高相当額      27,298千円 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

一年内          15,315千円 

一年超          12,653千円 

合計           27,968千円 

 

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       20,420千円 

減価償却費相当額     18,925千円 

支払利息相当額       1,446千円 

 

④ 減価償却相当額及び利息額相当額の算定

方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとする定額法によっております。 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法は利息法によっております。 

 

２ オペレーティングリース取引 

  (借主側) 

未経過リース料 

一年内          1,970千円 

一年超          3,612千円 

合計            5,582千円 

 

２ オペレーティングリース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

一年内          1,970千円 

一年超          1,641千円 

合計            3,612千円 
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(有価証券関係) 

前事業年度 
(平成18年10月31日) 

当事業年度 
(平成19年10月31日) 

有価証券を保有しておりませんので、該当事

項はありません。 

同左 

 

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

デリバティブ取引を利用しておりませんの

で、該当事項はありません。 

同左 

 

(退職給付関係) 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

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。 

同左 
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(ストック・オプション等関係) 

前事業年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日） 

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12月28日定時株主総会決議 平成18年1月27日定時株主総会決議 

付与対象者の区分及び人数 当社監査役2名、従業員51名  当社従業員51名 

株式の種類別のストック・オプシ

ョンの付与数 
普通株式 290株 普通株式 187株 

付与日 平成16年12月29日 平成18年2月13日 

権利確定条件 

① 新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者におい

て、これを行使することを要

する。 

② 新株予約権者は、権利行使時

において当社または当社子会

社の取締役、監査役または従

業員のいずれかの地位にある

ことを要する。 

③ 新株予約権者は、当社株式が

日本国内の証券取引所に上場

した日より１年が経過するま

では権利を行使できない。 

④ その他の条件は、当社と新株

予約権の割当てを受けた者と

の間で締結する契約に定める

ところによる。 

① 新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者におい

て、これを行使することを要

する。 

② 新株予約権者は、権利行使時

において当社または当社子会

社の取締役、監査役または従

業員のいずれかの地位にある

ことを要する。ただし、任期

満了による退任、従業員の定

年退職その他取締役会が正当

な理由があると認めた場合に

は、この限りでない。 

③ その他の条件は、当社と新株

予約権の割当てを受けた者と

の間で締結する契約に定める

ところによる。 

対象勤務期間 
平成16年12月29日から 

平成18年12月31日まで 

平成18年２月１日から 

平成20年１月31日まで 

権利行使期間 
平成19年1月1日から 

平成26年11月30日まで 

平成20年2月1日から 

平成27年1月31日まで 

 

２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

 平成16年12月28日定時株主総会決議 平成18年1月27日定時株主総会決議

権利確定前(株)   

 前事業年度末 247 ― 

 付与 ― 187 

 失効 24 37 

 未確定残 223 150 

 

 ② 単価情報 

 平成16年12月28日定時株主総会決議 平成18年1月27日定時株主総会決議

 権利行使価格(円) 79,000 202,043 

 行使時平均株価(円) ― ― 

 公正な評価単価(付与日)(円) ― ― 
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当事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

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12月28日定時株主総会決議 平成18年1月27日定時株主総会決議 

付与対象者の区分及び人数 当社監査役2名、従業員51名  当社従業員51名 

株式の種類別のストック・オプシ

ョンの付与数 
普通株式 290株 普通株式 187株 

付与日 平成16年12月29日 平成18年2月13日 

権利確定条件 

① 新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者におい

て、これを行使することを要

する。 

② 新株予約権者は、権利行使時

において当社または当社子会

社の取締役、監査役または従

業員のいずれかの地位にある

ことを要する。 

③ 新株予約権者は、当社株式が

日本国内の証券取引所に上場

した日より１年が経過するま

では権利を行使できない。 

④ その他の条件は、当社と新株

予約権の割当てを受けた者と

の間で締結する契約に定める

ところによる。 

① 新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者におい

て、これを行使することを要

する。 

② 新株予約権者は、権利行使時

において当社または当社子会

社の取締役、監査役または従

業員のいずれかの地位にある

ことを要する。ただし、任期

満了による退任、従業員の定

年退職その他取締役会が正当

な理由があると認めた場合に

は、この限りでない。 

③ その他の条件は、当社と新株

予約権の割当てを受けた者と

の間で締結する契約に定める

ところによる。 

対象勤務期間 
平成16年12月29日から 

平成18年12月31日まで 

平成18年２月１日から 

平成20年１月31日まで 

権利行使期間 
平成19年1月1日から 

平成26年11月30日まで 

平成20年2月1日から 

平成27年1月31日まで 

 

２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

 平成16年12月28日定時株主総会決議 平成18年1月27日定時株主総会決議

権利確定前(株)   

 前事業年度末 223 150 

 付与 ― ― 

 失効 11 22 

 未確定残 212 128 

 

 ② 単価情報 

 平成16年12月28日定時株主総会決議 平成18年1月27日定時株主総会決議

 権利行使価格(円) 79,000 202,043 

 行使時平均株価(円) ― ― 

 公正な評価単価(付与日)(円) ― ― 
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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産)  
① 流動資産  

未払事業所税 488千円 
商品評価損 42千円 

② 固定資産  
権利金 705千円 
繰越欠損金 112,371千円 

繰延税金資産合計 113,608千円 
(繰延税金負債)  

  未収事業税 1,153千円 

繰延税金負債合計 1,153千円 
 評価性引当金  △112,454千円 

繰延税金資産の純額     ─千円 
  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産)  
① 流動資産  

未払事業税 796千円 
未払事業所税 488千円 
商品評価損 245千円 
固定資産除却損         2,144千円 
店舗保証金償却           789千円 

② 固定資産  
権利金 216千円 
繰越欠損金 164,057千円 

繰延税金資産合計 168,738千円 
 評価性引当金  △168,738千円 

繰延税金資産の純額     ─千円 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異の原因となった主な項目別

の内訳 

   

法定実効税率                 40.7％ 
(調整)  

交際費等永久に損金算入 

されない項目 △0.1％ 
住民税均等割等 △1.0％ 
評価性引当金純増減 △41.9％ 
その他 0.5％ 

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 △1.8％ 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異の原因となった主な項目別

の内訳 

   

法定実効税率                 40.7％ 
(調整)  

交際費等永久に損金算入 

されない項目 △0.7％ 
住民税均等割等 △2.5％ 
評価性引当金純増減 △39.8％ 
その他 △0.2％ 

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 △2.5％ 

 

 

(持分法損益等) 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

当社には、関連会社がないため、該当事項は

ありません。 

同左 
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 (関連当事者との取引) 

前事業年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日) 

 役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

当社の銀行
借入に対す
る担保提供
(注1) 

100,000 
短期
借入
金 

100,000

家賃等の被
保証(注2) 

25,974 － －
役員 正渡康弘 － － 

当社代表取
締役 

（被所有）
直接51.0％

－ － 

リースの被
保証(注2) 

21,625 － 24,434

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 当社の銀行借入に対して、当社代表取締役正渡康弘は担保を差し入れております。 

２ 当社の家賃およびリース取引に対して、当社代表取締役正渡康弘から債務保証を受けております。なお、

保証料及び担保はありません。取引金額は家賃およびリースの被保証における費用計上額を記載し、期末

残高は未払リース料期末残高相当額を記載しております。 

３ 取引金額に消費税等は含んでおらず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

 

当事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

 役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

当社の銀行
借入に対す
る担保提供
(注1) 

100,000 
短期
借入
金 

100,000

役員 正渡康弘 － － 
当社代表取
締役 

（被所有）
直接32.9％

－ － 

家賃等の被
保証(注2) 

26,611 － －

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 当社の銀行借入に対して、当社代表取締役正渡康弘は担保を差し入れております。 

２ 当社の家賃に対して、当社代表取締役正渡康弘から債務保証を受けております。なお、保証料及び担保は

ありません。取引金額は家賃の被保証における費用計上額を記載しております。 

３ 取引金額に消費税等は含んでおらず、期末残高は消費税等を含んでおります。 
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 (１株当たり情報) 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

１株当たり純資産額 5,734円73銭 11,559円66銭 

１株当たり当期純損失金額 21,539円33銭 11,366円51銭 

潜在株式調整後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
については、新株予約権は存在します
が、１株当たり当期純損失であるた
め、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
については、新株予約権は存在します
が、１株当たり当期純損失であるた
め、記載しておりません。 

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

項目 
前事業年度 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

１株当たり当期純損失金額   

損益計算書上の当期純損失(千円) 273,549 145,013 

普通株式に帰属しない金額(千円) ─ ─ 

普通株式に係る当期純損失(千円) 273,549 145,013 

普通株式の期中平均株式数(株) 12,700 12,758 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額(千円) 

  

当期純利益調整額(千円) ─ ─ 

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳(株) 
新株予約権 ― ― 

普通株式増加数(株) ― ― 
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 

第１回新株予約権(平成16年12
月28日定時株主総会決議) 
新株予約権の数223個(223株) 
第２回新株予約権(平成18年１
月27日定時株主総会決議) 
新株予約権の数150個(150株) 

第１回新株予約権(平成16年12
月28日定時株主総会決議) 
新株予約権の数212個(212株) 
第２回新株予約権(平成18年１
月27日定時株主総会決議) 
新株予約権の数128個(128株) 
第３回新株予約権(平成19年10
月11日取締役会決議) 
新株予約権の数10,600個
(10,600株) 

 

 

(重要な後発事象) 
 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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５ その他 

(1) 役員の異動 

当社は、平成20年１月25日開催予定の第４回定時株主総会において、下記候補者を付議する議案を

提出する予定です。 

① 新任取締役候補者 

 取締役 久保田 貴之(現 株式会社ゲオ取締役副社長) 

 取締役 光安 浩二(現 株式会社ゲオ取締役) 

 ※会社法第２条第15号に定める社外取締役候補であります。 

② 新任監査役候補者 

 非常勤監査役 笹野 和雄(現 株式会社ゲオ常務取締役) 

 ※会社法第２条第16号に定める社外監査役候補であります。 

 

(2) その他 

① 商品仕入実績 

当事業年度における仕入実績は次のとおりであります。 

 

第４期 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 区分 

仕入高(千円) 割合(％) 前期比(％) 

中古バイク 1,904,708 99.1 106.1 

部品その他 16,716 0.9 233.2 

合計 1,921,424 100.0 106.6 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 販売実績 

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

当社における形態別販売実績を示すと次のとおりであります。 

 

第４期 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 区分 

販売高(千円) 割合(％) 前期比(％) 

オークション 2,605,503 87.4 103.0 

直接販売その他 373,806 12.6 195.7 

合計 2,980,310 100.0 109.6 

(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりです。 
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第３期 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

第４期 
(自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱ビーディーエス 2,420,225 89.0 2,436,765 81.8 

 

 


