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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第2四半期 2,683 ― 228 ― 187 ― 40 ―

20年9月期第2四半期 2,525 △1.9 269 4.4 306 3.8 160 △8.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年9月期第2四半期 617.72 ―

20年9月期第2四半期 2,326.64 2,323.47

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

21年9月期第2四半期 5,461 2,200 40.1 34,526.15
20年9月期 5,214 2,561 46.4 35,143.80

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  2,192百万円 20年9月期  2,419百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
21年9月期 ― 0.00

21年9月期 
（予想）

― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 6,121 23.3 259 △41.0 300 △36.0 104 △39.9 1,603.29



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定等については４ページ「３．連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 1社 （社名 ジャパン少額短期保険株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 68,858株 20年9月期  68,858株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  5,360株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 66,332株 20年9月期第2四半期 68,858株



  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的金融危機の深刻化に伴い、百年に一度ともいわれる極め

て厳しい状況を呈しており、製造業を中心とする大幅な生産、在庫調整や、高水準の失業率等による雇用や賃金への

不安の高まりから、消費者心理の冷え込みが続くなかで推移しました。 

このような状況の下、当社グループはコールセンター事業のカギ及びパソコンサービス部門においては成約率の上

昇や加盟店から当社への作業手配の対価の料率変更等により、業績が順調に推移いたしました。 

会員事業におきましては、バイク会員では、バイクショップにおけるバイク購入者に対する会員サービスの企画・

運営を行う連結子会社「JBR Motorcycle株式会社」の「バイクよくばりあんしん倶楽部会員」の会員獲得が引き続き

好調であります。生活会員では、不動産市況の悪化の影響で、賃貸住宅入居者向け「安心入居サポート」がやや伸び

悩みましたが、「学生生活110番」会員は順調に伸びております。 

企業提携事業においては、コールセンター受託事業について、コールセンター受託企業数が引き続き増加している

ため、業績は順調に推移しました。 

以上の結果として、当第２四半期連結累計期間における売上高は、2,683,086千円（前年同期比6.2％増）、営業利

益は、228,991千円（前年同期比15.1％減）と推移しましたが、連結子会社となった「ジャパン少額短期保険株式会

社」の保険業法第113条繰延資産償却費34,645千円の影響により、経常利益は、187,130千円（前年同期比39.0％減）

となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損89,095千円を計上したことにより、40,974千円（前年同期比

74.4％減）となりました。   

当第２四半期連結累計期間における作業件数はガラス関連サービス14千件、水まわり関連サービス20千件、カギの

交換関連サービス23千件であり、新規入会会員数（継続会員を除く）はバイク会員50千人、生活会員77千人です。当

第２四半期連結会計期間末において、加盟店数は438拠点、協力店数は694拠点、コールセンター受託企業数は129社

です。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(１) コールセンター事業 

コールセンター事業におきましては、バイク部門の売上が10,303千円（前年同期比20.3％増）、カギ部門の売上

が104,192千円（前年同期比54.2％増）、パソコン部門の売上が37,552千円（前年同期比55.4％増）、自動車部門

の売上が19,327千円（前年同期比24.5％増）、リフォーム部門の売上が7,701千円（前年同期比2.9％減）と推移い

たしました。この結果、当第２四半期連結累計期間における当事業の売上高は、235,542千円（前年同期比40.5％

増）となり、営業利益は96,972千円（前年同期比49.6％増）となりました。 

  

(２) 会員事業 

会員事業におきましては、バイク会員では、「ホンダ会員」の売上が149,853千円（前年同期比22.6％増）、

「バイクよくばりあんしん倶楽部会員」の売上が186,111千円（前年同期比39.6％増）となり、バイク会員の売上

高は、465,165千円（前年同期比25.2％増）となりました。 

生活会員では、「安心入居サポート」の売上が392,661千円（前年同期比17.4％減）、「学生生活110番」の売上

が50,111千円（前年同期比17.0％増）となり、生活会員の売上高は、472,063千円（前年同期比14.3％減）となり

ました。この結果、当第２四半期連結累計期間における当事業の売上高は、946,278千円（前年同期比2.6％増）と

なり、営業利益は205,766千円（前年同期比12.0％減）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、水の救急車事業の売上が621,829千円（前年同期比6.5％増）、セコムウィン事業

の売上が110,206千円（前年同期比35.1％増）、コールセンター受託事業の売上が373,703千円（前年同期比20.8％

増）と順調に推移しましたが、旭硝子ガラスの救急車事業の売上が400,346千円（前年同期比5.5％減）となりまし

た。この結果、当第２四半期連結累計期間における当事業の売上高は、1,508,883千円（前年同期比7.9％増）とな

り、営業利益は89,918千円（前年同期比10.0％増）となりました。 

  

(４) 加盟店事業 

加盟店事業におきましては、当社への作業手配の対価の料率変更等に伴ってプロモーション業務による売上が減

少したため、プロモーション業務による売上は112,841千円（前年同期比21.2％減）となりました。この結果、当

第２四半期連結累計期間における当事業の売上高は、133,712千円（前年同期比17.6％減）となりました。また、

プロモーション業務に対応する広告宣伝費を当セグメントに計上していることや、今期の積極的な広告展開により

広告宣伝費が増加したことにより、営業損失は95,419千円（前年同期は営業損失43,006千円）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



  

(５) その他の事業 

その他の事業におきましては、当連結会計年度より開始した少額短期保険事業の売上が48,465千円、シンプルセ

キュリティ事業の売上が2,454千円（前年同期比83.2％減）となりました。この結果、当第２四半期連結累計期間

におけるその他の事業の売上高は50,920千円（前年同期比248.5％増）となり、営業利益は18,725千円（前年同期

は営業損失４千円）となりました。 

  

  

(１) 財政状態の分析 

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べ307,803千円増加し、

3,526,761千円となりました。これらは主に、前払費用が250,902千円、売掛金が171,288千円増加したものの、現

金及び預金が83,102千円減少したことによるものです。  

（固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比べ123,947千円減少し、

1,866,994千円となりました。これらは主に、のれんが29,395千円、工具器具備品が27,685千円増加したものの、

投資有価証券が110,657千円、繰延税金資産(固)が81,289千円及びソフトウェアが23,290千円減少したことによる

ものです。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ290,244千円増加し、

2,094,302千円となりました。これは主に、１年内返済予定の長期借入金が140,328千円、短期借入金が100,000千

円増加したことによるものです。 

（固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ317,166千円増加し、

1,166,889千円となりました。これは主に、長期借入金が356,783千円増加したことによるものです。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ360,350千円減少し、2,200,765

千円となりました。これは主に、自己株式が214,890千円増加し、少数株主持分が132,760千円減少したことによる

ものです。  

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税金等調整前四半期純利益

101,778千円を計上し、長期借入れによる収入600,000千円があったものの、前払費用244,871千円、売上債権

171,288千円の増加、自己株式の取得による支出214,890千円及び子会社株式の取得による支出148,000千円等によ

り、2,426,861千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果、支出した資金は112,081千円となりました。これは税金等調整前

四半期純利益101,778千円を計上したものの、前払費用244,871千円及び売上債権171,288千円が増加したことによ

るものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の投資活動の結果、支出した資金は285,944千円となりました。これは子会社株式の

取得による支出148,000千円及び保険業法第113条繰延資産の増加96,745千円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果、獲得した資金は314,923千円となりました。これは長期借入れに

よる収入が600,000千円あったものの、自己株式の取得による支出214,890千円及び長期借入金の返済による支出

102,889千円があったことによるものです。 

  

通期の連結業績予想に関しましては、平成20年11月10日公表の連結業績予想から変更はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



 当四半期連結累計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。  

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．特定子会社に該当しております。 

３．同社は平成20年11月７日及び平成21年２月25日付けで増資を行っており、資本金は625百万円となっており

ます。これに伴う議決権の所有割合の変更はありません。 

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。これによる損益への影響はありません。 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

名称 住所 
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所有割合 
又は被所有割合 

(％) 
関係内容

（連結子会社） 

  

ジャパン少額短期保険

株式会社 

  

東京都千代田区  625

  

その他の事業 

(少額短期保険業) 

 100 役員の兼任５名 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,426,861 2,509,963

売掛金 501,037 329,749

商品 8,906 8,005

その他 602,305 382,526

貸倒引当金 △12,349 △11,288

流動資産合計 3,526,761 3,218,957

固定資産   

有形固定資産 100,589 58,152

無形固定資産   

のれん 29,395 －

その他 184,292 204,669

無形固定資産合計 213,687 204,669

投資その他の資産   

投資有価証券 1,124,693 1,235,350

その他 434,906 499,360

貸倒引当金 △6,882 △6,591

投資その他の資産合計 1,552,717 1,728,119

固定資産合計 1,866,994 1,990,942

繰延資産 68,200 4,996

資産合計 5,461,956 5,214,895

負債の部   

流動負債   

買掛金 253,296 193,903

短期借入金 1,000,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 313,876 173,548

未払法人税等 14,403 93,358

賞与引当金 11,536 14,116

会員引当金 141,594 143,095

その他 359,595 286,035

流動負債合計 2,094,302 1,804,057

固定負債   

長期借入金 1,097,231 740,448

その他 69,658 109,275

固定負債合計 1,166,889 849,723

負債合計 3,261,191 2,653,780



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 756,860 756,860

資本剰余金 800,060 800,060

利益剰余金 851,868 879,751

自己株式 △214,890 －

株主資本合計 2,193,899 2,436,673

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,558 △16,741

評価・換算差額等合計 △1,558 △16,741

少数株主持分 8,423 141,183

純資産合計 2,200,765 2,561,115

負債純資産合計 5,461,956 5,214,895



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,683,086

売上原価 1,416,698

売上総利益 1,266,388

販売費及び一般管理費 1,037,397

営業利益 228,991

営業外収益  

受取利息 2,774

受取配当金 431

持分法による投資利益 3,703

その他 2,890

営業外収益合計 9,800

営業外費用  

支払利息 11,224

保険業法第113条繰延資産償却費 34,645

その他 5,790

営業外費用合計 51,661

経常利益 187,130

特別利益  

貸倒引当金戻入額 294

投資有価証券売却益 2,950

固定資産売却益 1,622

債務免除益 4,214

特別利益合計 9,081

特別損失  

投資有価証券評価損 89,095

その他 5,337

特別損失合計 94,433

税金等調整前四半期純利益 101,778

法人税、住民税及び事業税 10,476

法人税等調整額 47,170

法人税等合計 57,646

少数株主利益 3,156

四半期純利益 40,974



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,385,844

売上原価 710,948

売上総利益 674,896

販売費及び一般管理費 554,009

営業利益 120,886

営業外収益  

受取利息 1,825

持分法による投資利益 552

その他 819

営業外収益合計 3,197

営業外費用  

支払利息 5,638

保険業法第113条繰延資産償却費 18,357

その他 4,205

営業外費用合計 28,202

経常利益 95,882

特別利益  

債務免除益 4,214

特別利益合計 4,214

特別損失  

投資有価証券評価損 67,914

その他 4,919

特別損失合計 72,833

税金等調整前四半期純利益 27,263

法人税、住民税及び事業税 6,538

法人税等調整額 7,068

法人税等合計 13,607

少数株主利益 2,398

四半期純利益 11,256



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 101,778

減価償却費 51,361

保険業法第113条繰延資産償却費 34,645

のれん償却額 1,923

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,183

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,580

会員引当金の増減額（△は減少） △1,501

受取利息及び受取配当金 △3,205

支払利息 11,224

持分法による投資損益（△は益） △3,703

固定資産売却損益（△は益） △1,622

投資有価証券売却損益（△は益） 1,837

投資有価証券評価損益（△は益） 89,095

売上債権の増減額（△は増加） △171,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,147

前払費用の増減額（△は増加） △244,871

差入保証金の増減額（△は増加） △3,877

破産更生債権等の増減額（△は増加） 39,260

仕入債務の増減額（△は減少） 59,393

未払金の増減額（△は減少） 9,314

前受収益の増減額（△は減少） △13,337

長期前受収益の増減額（△は減少） △39,616

その他 111,361

小計 △14,738

利息及び配当金の受取額 3,183

利息の支払額 △11,899

法人税等の支払額 △88,627

営業活動によるキャッシュ・フロー △112,081

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 △62,936

無形固定資産の取得による支出 △12,322

無形固定資産の売却による収入 11,896

投資有価証券の売却による収入 48,930

子会社株式の取得による支出 △148,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△24,535

貸付けによる支出 △23,000

貸付金の回収による収入 20,769

保険業法第113条繰延資産の増減額（△は増加） △96,745

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,944



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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（△は減少） 100,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △102,889

株式の発行による支出 △350

自己株式の取得による支出 △214,890

配当金の支払額 △66,947

財務活動によるキャッシュ・フロー 314,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △83,102

現金及び現金同等物の期首残高 2,509,963

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,426,861



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

（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 

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国また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。  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

自己株式の取得 

当社は、平成20年11月10日開催の取締役会決議に基づき、平成20年11月12日から平成21年３月31日までの期間

に、自己株式5,360株 214,890千円を取得しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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） 

売上高                

(1) 外部顧客に対

する売上高 
 235,542  891,009  1,371,901  133,712  50,920  2,683,086  －  2,683,086

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  55,268  136,981  －  －  192,250 (192,250)  －

計  235,542  946,278  1,508,883  133,712  50,920  2,875,337 (192,250)  2,683,086

営業利益(又は営

業損失) 
 96,972  205,766  89,918 (95,419)  18,725  315,962 (86,971)  228,991

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、各種クリーニング等に関するコールセ

ンター 

会員事業 

バイクよくばりあんしん倶楽部、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 少額短期保険、シンプルセキュリティ、その他 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

科目 

前中間連結会計期間
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,525,455

Ⅱ 売上原価  1,409,194

売上総利益  1,116,260

Ⅲ 販売費及び一般管理費  846,417

営業利益  269,842

Ⅳ 営業外収益  48,273

Ⅴ 営業外費用  11,292

経常利益  306,824

Ⅵ 特別利益  835

Ⅶ 特別損失  30,714

税金等調整前中間純利益  276,945

法人税、住民税及び事業税  129,393

法人税等調整額 △19,442

少数株主利益  6,785

中間純利益  160,207



  

  

  

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  276,945

減価償却費  51,204

貸倒引当金の増減額（△：減少）  594

賞与引当金の増減額（△：減少）  1,176

会員引当金の増減額（△：減少）  15,774

受取利息及び受取配当金 △1,248

支払利息  6,314

持分法による投資損益（△：利益） △20,904

持分変動利益 △835

固定資産除却損  1,069

匿名組合評価益 △15,514

投資有価証券評価損  28,293

売上債権の増減額（△：増加）    △78,952

たな卸資産の増減額（△：増加） △3,973

前払費用の増減額（△：増加） △81,642

差入保証金の増減額（△：増加） △5,648

破産更生債権等の増減額（△：増加） △198

仕入債務の増減額（△：減少） △29,012

未払金の増減額（△：減少） △41,531

前受収益の増減額（△：減少）  3,521

長期前受収益の増減額（△：減少） △30,735

その他 △21,813

小計  52,880

利息及び配当金の受取額  1,248

利息の支払額 △5,521

法人税等の支払額 △81,764

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,157



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 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 △23,607

無形固定資産の取得による支出 △20,395

投資有価証券の取得による支出 △277,460

投資有価証券の清算による収入  8,647

貸付金の回収による収入  2,764

その他 △1,280

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,333

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増減額（△：減少）  100,000

長期借入れによる収入  300,000

長期借入金の返済による支出 △22,932

配当金の支払額 △33,381

少数株主の増資引受による払込額  20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  363,686

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（△：減少額）  19,196

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,219,913

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,239,109



前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

（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 

  

 前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

 本邦以外の国また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。 

  

 前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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） 

売上高                

(1) 外部顧客に対

する売上高 
 167,609  888,176 1,292,767 162,289 14,612  2,525,455  － 2,525,455

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  33,970 105,372 － －  139,343  (139,343) －

計  167,609  922,147 1,398,139 162,289 14,612  2,664,799  (139,343) 2,525,455

営業利益(又は営

業損失) 
 64,824  233,754 81,728 (43,006) (4)  337,297  (67,454) 269,842

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、各種クリーニング等に関するコールセ

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、生活救急車ライフサポートスクール、その他 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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