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平成23年３月８日 

各 位 

名古屋市昭和区鶴舞二丁目 17 番 17 号 

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 

代 表 取 締 役  榊 原  暢 宏 

(コード番号：2453 東証・名証 第一部) 

問合せ先 取締役管理部長 鈴木 良夫 

電話番号：052-883-0850 

 

子会社株式譲渡等の決議及び業績予想の修正に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年３月８日開催の取締役会において、当社の子会社であるJBR Motorcycle株式会社のバイ

ク会員事業部門及び JBR Bike Relations 株式会社の株式を譲渡することを決議いたしました。なお、当該子

会社株式の譲渡等に伴い、平成22年11月10日に公表しました業績予想についても、修正いたします。 

 
記 

 

Ⅰ．バイク関連子会社株式（バイク会員事業）等の譲渡の理由 

 
当社グループは、「困っている人を助ける」を経営理念として、生活トラブル全般を解決するサービスの生

活救急車事業を全国で展開しております。また、生活救急車事業で培った加盟店ネットワークを活かして、ト

ラブルに備えた生活会員「安心入居サポート」「学生生活110番」やバイク会員「バイクよくばりあんしん倶

楽部」などの会員事業も運営しております。当社グループとしては、現在の日本において、少子高齢化が加速

する中、常に当社の事業構成を再考し、スピード感を持った事業拡大を進めていく必要があると考えておりま

す。 

バイク会員事業は、売上高で約2割程度、営業利益で約1割程度を占めておりますが、近年、バイクの新車

販売台数が約 38 万台となり、バイク事業を取り巻く環境の不透明感を増している状況を考慮し、今般、出資

割合を見直し、バイク会員事業担当法人の現経営陣と現経営陣に賛同する名古屋中小企業投資育成株式会社、

りそなキャピタル株式会社、朝日火災海上保険株式会社の３社へ過半数以上の株式を譲渡し、譲渡によって得

られた資金を少額短期保険事業や、自動車賃貸事業等に投入していくとともに財務体質の強化を図ることが当

社グループにとって最善の施策であると判断いたしました。 

具体的には、JBR Motorcycle 株式会社をバイク会員事業部門と自動車賃貸事業部門に新設分割の方法によ

り分割し、新設会社となる JBR Motorcycle 株式会社のバイク会員事業部門の株式（以下、「(仮)新バイク株

式会社」といいます。）及び JBR Bike Relations 株式会社を譲渡いたします。分割会社となる自動車賃貸事

業部門会社（仮称：カー賃貸株式会社）は引き続き当社の子会社として事業展開を図ってまいります。 

なお、当社グループは、少額短期保険事業においてバイク会員のバイク修理費用をカバーする保険を引き受

けており、今後もバイク会員や自転車会員向けの新たな保険商品を企画いたします。また、当社の生活会員事

業等で発生する自転車作業をバイクショップに委託しており、(仮)新バイク株式会社との関係を維持するため、

(仮)新バイク株式会社の株式を11.5％保有いたします。 

バイク会員事業の譲渡に関わる実行前と実行後の資本関係図は以下のとおりです。 
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【バイク会員事業の譲渡に関わる実行前と実行後の資本関係図】

 JBR Motorcycle㈱経営陣（個人）
     　　① 平井 伸吾
     　　② 宇佐見 栄邦

持分55.0％

持分33.5％

実　　行　　後

  　取引先・ベンチャーキャピタル等
  　 ① 名古屋中小企業投資育成㈱
  　 ② りそなキャピタル㈱
 　　③ 朝日火災海上保険㈱

実　　行　　前

ジャパンベストレスキューシステム㈱

持分100.0％

JBR Motorcycle㈱

JBR Bike Relations㈱

JBR
インシュアランス㈱

持分11.5％

持分100.0％

ジャパンベストレスキューシステム㈱

持分100.0％

JBR Bike Relations㈱

JBR
インシュアランス㈱

持分100.0％

バイク会員事業

自動車賃貸事業

分割会社
（仮称）カー賃貸㈱

自動車賃貸事業

新設会社
（仮）新バイク㈱

バイク会員事業

新
設
分
割

持分100.0％

持分100.0％

 

取得 

取得 

取得 
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Ⅱ．子会社JBR Bike Relations 株式会社株式の譲渡について 

１．譲渡の理由 

JBR Bike Relations 株式会社は、当社グループのバイク会員事業において、バイク会員紹介サイトの展

開・バイク査定業務を担っており、同社の100％子会社であるJBR インシュアランス株式会社については、バ

イク会員事業における盗難保険等の代理店業務を担っております。この２法人につきましても、経営資源の再

配分の対象としたため、(仮)新バイク株式会社の経営陣となる平井 伸吾(現 JBR Motorcycle 株式会社 代表

取締役社長)及び宇佐見 栄邦(現JBR Bike Relations株式会社 代表取締役)に譲渡することといたしました。

本件譲渡により、JBR Bike Relations 株式会社の 100%出資子会社である JBR インシュアランス株式会社も同

時に当社グループの関係会社ではなくなります。 

(仮)新バイク株式会社の経営陣となる平井 伸吾及び宇佐見 栄邦につきましては、長年に渡り当該バイク

会員事業に携わり、バイク会員事業に関する専門性を有しており引き続き経営陣としての任務を果たすものと

考えております。 
 

２．異動する子会社等の概要（平成22年９月30日現在） 

（１）JBR Bike Relations株式会社 

(１)商号 JBR Bike Relations株式会社 

(２)主たる事業内容 インターネットを中心としたバイク関連事業全般 

(３)設立年月日 平成17年11月25日 

(４)本店所在地 名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号 

(５)代表者 代表取締役 宇佐見 栄邦 

(６)資本金の額 30百万円 

(７)発行済株式総数 600株 

(８)総資産 46百万円 

(９)決算期 毎年９月30日 

(10)大株主及び持株比率 ジャパンベストレスキューシステム株式会社（100.0％） 

 

(11)最近３期間の業績及び財政状態                     （単位：百万円） 

決算期 平成20年７月期 平成21年7月期 平成22年９月期 

純資産 35 39 44 

総資産 42 47 46 

売上高 29 37 37 

営業利益 7 6 4 

経常利益 7 6 6 

当期純利益 4 4 4 

1株当たり当期純利益(円） 8,148.41 7,662.64 7,650.15 

(注)平成22年９月期に決算期を変更しており、同期は、14ヶ月決算となっております。 

 

（２）JBRインシュアランス株式会社 

(１)商号 JBRインシュアランス株式会社 

(２)主たる事業内容 損害保険代理業 

(３)設立年月日 平成19年10月3日 

(４)本店所在地 名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号 

(５)代表者 代表取締役 岡田 志乃 

(６)資本金の額 10百万円 

(７)発行済株式総数 200株 

(８)総資産 37百万円 

(９)決算期 毎年９月30日 

(10)大株主及び持株比率 JBR Bike Relations株式会社（100.0％） 
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(11)最近３期間の業績及び財政状態                     （単位：百万円） 

決算期 平成20年７月期 平成21年7月期 平成22年９月期 

純資産 11 8 8 

総資産 44 36 37 

売上高 43 72 75 

営業利益 1 △4 0 

経常利益 1 △4 0 

当期純利益 1 △2 0 

1株当たり当期純利益(円） 5,874.42 △14,790.03 2,324.50 

(注)平成22年９月期に決算期を変更しており、同期は、14ヶ月決算となっております。 

 

３.株式の譲渡先の概要並びに譲渡価額 

（１）平井 伸吾 

  上場会社との関係 

 異動前（平成22年9月30日現在） 異動後（平成23年4月1日見込） 

(１)資本関係 当社株式481株保有（所有割合 0.6％） 該当事項はありません。 

(２)人的関係 現JBR Motorcycle株式会社  

代表取締役社長 

現JBR Bike Relations株式会社 取締役 

該当事項はありません。 

(３)取引関係 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

(４)関連当事者 

への該当状況 

重要な子会社の役員に該当します。 該当事項はありません。 

（２）宇佐見 栄邦  

  上場会社との関係 

 異動前（平成22年9月30日現在） 異動後（平成23年4月1日見込） 

(１)資本関係 当社株式 35株保有（所有割合 0.0％） 該当事項はありません。 

(２)人的関係 現JBR Bike Relations株式会社  

代表取締役 

現JBR Motorcycle株式会社 

代表取締役副社長 

該当事項はありません。 

(３)取引関係 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

(４)関連当事者 

への該当状況 

重要な子会社の役員に該当します。 該当事項はありません。 

 

４．株式譲渡後の所有株式数及び所有割合並びに譲渡価格 

(１)異動前の所有株式数 600株 （所有割合 100.0％） 

(議決権の数  600個）  

(２)譲渡株式数 600株 （譲渡価額 44百万円(予定)) 

(議決権の数  600個)  

(３)異動後の所有株式数 －株 （所有割合 0.0％) 

(議決権の数   0個)  

                      

５．日程 

平成23年３月８日 取締役会決議 

平成23年４月１日(予定) 株式譲渡契約締結 

平成23年４月１日(予定) 株式譲渡日 
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６．特別利益の計上について 

当社個別業績において、子会社株式売却益を約 14 百万円計上する見込みであります。また、当社連結上

の子会社売却損益については、JBR Bike Relations 株式会社の第２四半期決算確定後に正確な金額を算

定することになりますが、連結業績に与える影響は軽微となる見込みであります。 

 

Ⅲ．JBR Motorcycle株式会社のバイク会員事業部門の分社化について 

 

１．会社分割の目的 
現在の JBR Motorcycle 株式会社は、(仮)カー賃貸株式会社と社名変更し、自動車賃貸事業部門に特化し、

既存バイク会員事業部門は現経営陣が経営を引き継ぐためです。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

平成23年３月８日 分割計画書承認取締役会 

平成23年３月下旬 (予定) 臨時株主総会 

平成23年４月１日（予定） 分割予定日(効力発生日) 

平成23年４月１日（予定） 新設分割設立会社の設立登記 

 

（２）分割方式 

① 分割方式 

JBR Motorcycle 株式会社を分割会社とし、新設会社である(仮)新バイク株式会社を承継会社（新設会

社）とする新設分割方式といたします。 

② 当該分割方式を採用した理由 

分割会社は、自動車賃貸事業を拡大、強化していく方針であり、新設会社はバイク会員事業担当法人の

現経営陣が運営するため、バイク会員事業にかかる権利・義務等を引き継ぐ新設分割方式を採用いたし

ます。 

 

（３）株式の割当 

新設会社が分割に際して発行する全株式をJBR Motorcycle株式会社に割当てることといたします。 

 

（４）分割交付金 

分割交付金はありません。 

 

（５）新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 該当事項はありません。 

 

（６）会社分割により減少する資本金 

 本分割による資本金の減少はありません。 

 

（７）新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、分割の効力発生日における JBR Motorcycle 株式会社のバイク会員事業部門に係る資産、負債、

契約関係及びこれらに付随する一切の権利義務を継承いたします。 

 

（８）債務履行の見込み 

JBR Motorcycle 株式会社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の確実性に問題がないものと判

断しております。 
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３．分割当事会社の概要（平成22年９月30日現在） 

 分割会社 新設会社 

(１)商号 JBR Motorcycle株式会社 (仮)新バイク株式会社 

(２)主たる事業内容 バイク会員事業及び自動車賃貸事業

の企画、運営 

バイク会員事業の企画、運営 

(３)設立年月日 平成18年４月３日 平成23年４月１日（予定） 

(４)本店所在地 名古屋市昭和区鶴舞二丁目 17 番 17

号 

名古屋市中区千代田二丁目６番 16 号

(予定) 

(５)代表者 代表取締役社長 平井 伸吾 

代表取締役副社長 宇佐見 栄邦 

代表取締役 平井 伸吾 

(６)資本金の額 98百万円 98百万円(予定) 

(７)発行済株式数 1,000株 17,020株(予定) 

(８)純資産 405百万円 275百万円(予定) 

(９)総資産 1,519百万円 432百万円(予定) 

(10)決算期 毎年９月30日 毎年９月30日 

(11)従業員数 30名 28名 

(12)大株主及び持株比率 ジャパンベストレスキューシステム

株式会社（100.0％） 

JBR Motorcycle株式会社（100.0％）

資本関係 新設会社は、当社子会社JBR Motorcycle株式会社の100％

子会社となります。 

人的関係 分割会社の代表取締役には、同日平成 23 年４月１日付けで

ジャパンベストレスキューシステム株式会社の従業員である

田中 良宗が就任する予定です。 

(13)当事会社間の関係等

(注) 

取引関係 該当事項はありません。 

（注１） 分割会社の概要は平成 22 年９月 30 日現在のものです。また、新設会社の概要は平成 22 年９月 30

日現在実績を基準とした会社分割の効力発生日(平成23年４月１日)時点での見込みです。 

（注２） バイク会員事業に従事する従業員については、関連法令に基づく手続きを経た上で(仮)新バイク株

式会社の従業員となる予定です。 

 

（14）最近３年間の業績                              （単位：百万円） 

 JBR Motorcycle株式会社（分割会社） 

決算期 平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 

純資産 321 371 405

総資産 475 525 1,519

売上高 870 971 1,073

営業利益 114 81 53

経常利益 118 82 55

当期純利益 68 50 33

１株当たり当期純利益(円） 68,523.22 50,428.49 33,851.77

 

４．分割する事業部門の概要 

（１）分割事業部門の内容 

バイク会員事業の企画・運営 

（２）分割事業部門の平成22年９月期における経営成績 

（単位：百万円） 

 分割事業部門 

（ａ） 

平成22年９月期実績

（ｂ） 
比率（ａ／ｂ） 

売 上 高 1,049 1,073  97.7%

営 業 利 益 51 53 95.7%
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（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

資   産 負   債 

項 目 帳 簿 価 額 項 目 帳 簿 価 額

流 動 資 産 380 流 動 負 債 168

固 定 資 産 56 固 定 負 債 ―

合 計 437 合 計 168

（注）新設会社が分割会社から承継する資産、負債の項目及び金額は、平成22年９月30日現在の貸借対照表

上の数値を基準としており、実際に承継する金額はこれらと異なる可能性があります。 

 

 （４）分割後の上場会社の状況 

 商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期は変更ありません。 

 

Ⅳ．JBR Motorcycle株式会社（旧）の商号変更及び代表取締役の異動について 

１．商号の変更 

（１）新 商 号 (仮)カー賃貸株式会社 

 

（２）変更の理由 

今回の会社分割及び株式譲渡によって、主要な事業が自動車賃貸事業となることにあわせて、商号を変更い

たします。 

 

（３）変 更 日 平成23年４月１日（分割の効力発生予定日） 

 

２．代表取締役の異動 

（１）異動の目的 

バイク会員事業部門の譲渡にあたり、今後の自動車賃貸事業の拡大を目指して、専任の経営陣体制を明確化

し、より一層の強化を図るためです。  

 

（２）異動内容 

氏名 新役職名 現役職名 

田中 良宗 代表取締役 ― 

平井 伸吾 ― 代表取締役社長 

宇佐見 栄邦 ― 代表取締役副社長 

平成 23 年４月１日開催予定の(仮)カー賃貸株式会社の臨時株主総会における取締役の選任決議並びに同株

主総会終了後開催予定の取締役会決議をもって田中 良宗は代表取締役に選任される予定です。 

 

Ⅴ．JBR Bike Relations株式会社の代表取締役の異動について 

（１）異動の目的 

現状のバイク会員事業経営体制を継続するため、(仮)新バイク株式会社と同一とするためです。 

 

（２）異動内容 

氏名 新役職名 現役職名 

平井 伸吾 代表取締役 ― 

宇佐見 栄邦 取締役副社長 代表取締役 

平成23年４月１日開催予定のJBR Bike Relations株式会社の臨時株主総会における取締役の選任決議並び

に同株主総会終了後開催予定の取締役会決議をもって両名はそれぞれ代表取締役、取締役副社長に選任される

予定です。 
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Ⅵ．(仮)新バイク株式会社株式の譲渡について 

１．譲渡の理由 

上記Ⅰをご参照下さい。 

 

２．手続き 

Ⅱ、Ⅲ、Ⅴの各手続き完了後、(仮)カー賃貸株式会社が平井 伸吾、宇佐見 栄邦が株主となった JBR Bike 

Relations株式会社に55.0％(予定)、ベンチャーキャピタル等２社に計30.0％(予定)及び取引先に対し3.5％

(予定)の(仮)新バイク株式会社株式を合計88.5％(予定)譲渡いたします。 

 

３．異動する孫会社の概要 

(１)商号 JBR Motorcycle株式会社（(仮)新バイク株式会社） 

(２)主たる事業内容 バイク会員事業の企画、運営 

(３)設立年月日 平成23年４月１日(見込) 

(４)本店所在地 名古屋市中区千代田二丁目６番16号(予定) 

(５)代表者 代表取締役 平井 伸吾 

(６)資本金の額 98百万円（予定) 

(７)発行済株式総数 17,020株（予定) 

(８)総資産 432百万円（予定） 

(９)決算期 毎年９月30日 

(10)大株主及び持株比率 JBR Motorcycle株式会社((仮)カー賃貸株式会社)100.0％ 

資本関係 当社の子会社である(仮)カー賃貸株式会社が引き

続き、新設会社JBR Motorcycle株式会社の株式を

11.5％(予定)所有いたします。 

人的関係 該当事項はありません。 

(11)当社グループと当該会社との

関係 

取引関係 当社子会社ジャパン少額短期保険株式会社と代理

店委託契約及び保険契約を締結しております。 

（注）上記の異動する子会社の概要は会社分割の効力発生日(平成23年４月１日)時点での見込みです。 

 

４.主な株式の譲渡先の概要 

（１）JBR Bike Relations株式会社（Ⅱ、Ⅲ、Ⅴの各手続き完了後） 

(１)商号 JBR Bike Relations株式会社 

(２)主たる事業内容 インターネットを中心としたバイク関連事業全般 

(３)設立年月日 平成17年11月25日 

(４)本店所在地 名古屋市中区千代田二丁目６番16号(予定) 

(５)代表者 代表取締役 平井 伸吾 

(６)資本金の額 30百万円 

(７)発行済株式総数 600株 

(８)総資産 46百万円 

(９)決算期 毎年９月30日  

(10)大株主及び持株比率 

 

平井 伸吾（80.0％） 

（JBR Motorcycle株式会社 代表取締役 兼 

JBR Bike Relations株式会社 代表取締役） 

宇佐見 栄邦（20.0％） 

（JBR Motorcycle株式会社 取締役副社長 兼 

JBR Bike Relations株式会社 取締役副社長） 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

(11)当社グループと当該会社との

関係 

取引関係 当社と業務委託契約を締結しております。 
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株式譲渡後の所有株式数及び所有割合並びに譲渡価格 

(１)異動前の所有株式数 － 株（予定) （所有割合 － ％） 

(議決権の数      － 個)(予定)  

(２)譲渡株式数 9,361株（予定） （譲渡価額 468百万円）(予定) 

(議決権の数  9,361個)(予定)  

(３)異動後の所有株式数 9,361株（予定） （所有割合 55.0％)(予定) 

(議決権の数  9,361個)(予定)  

 

（２）名古屋中小企業投資育成株式会社 

(１)商号 名古屋中小企業投資育成株式会社 

(２)主たる事業内容 中小企業に対する投資等 

(３)設立年月日 昭和38年11月18日 

(４)本店所在地 名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号 

(５)代表者 取締役社長  池田 芳原 

 

譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

(１)異動前の所有株式数 －株 （所有割合 －％） 

(議決権の数  －個）  

(２)譲渡株式数 2,553株 (譲渡価額 128百万円(予定)) 

(議決権の数  2,553個)  

(３)異動後の所有株式数 2,553株 (所有割合 15.0％)(予定) 

(議決権の数  2,553個)  

 

（３）りそなキャピタル株式会社 

(１)商号 りそなキャピタル株式会社 

(２)主たる事業内容 株式、社債等への投資に関する業務、株式公開に向けてのコン

サルティング及び営業支援業務、投資事業組合の運営管理業務

等 

(３)設立年月日 昭和63年３月29日 

(４)本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町1-10-5 

(５)代表者 代表取締役社長 嶋田 昌美 

 

譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

(１)異動前の所有株式数 －株 （所有割合 －％） 

(議決権の数  －個）  

(２)譲渡株式数 2,553株 (譲渡価額 128百万円(予定)) 

(議決権の数  2,553個)  

(３)異動後の所有株式数 2,553株 (所有割合 15.0％)(予定) 

(議決権の数  2,553個)  

 

（４）朝日火災海上保険株式会社 

(１)商号 朝日火災海上保険株式会社 

(２)主たる事業内容 損害保険業 

(３)設立年月日 昭和26年２月28日 

(４)本店所在地 東京都千代田区神田美土代町７番地 

(５)代表者 取締役社長 大家 一穂 
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譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

(１)異動前の所有株式数 －株 （所有割合 －％） 

（議決権の数  －個）  

(２)譲渡株式数 600株 (譲渡価額 30百万円(予定)) 

（議決権の数  600個)  

(３)異動後の所有株式数 600株 (所有割合 3.5％)(予定) 

（議決権の数  600個)  

 

５．その他の事項 

当社の子会社である(仮)カー賃貸株式会社は引き続き、新設会社JBR Motorcycle 株式会社の株式を11.5％

(予定)所有いたしますが、88.5％(予定)の株式を譲渡することに伴い、新設会社 JBR Motorcycle 株式会社は

(仮)カー賃貸株式会社の子会社に該当しなくなります。 

 

６．日程 

平成23年３月８日 取締役会決議 

平成23年４月１日 株式譲渡契約締結(予定) 

平成23年４月１日 株式譲渡日(予定) 

 

７．特別利益の計上について 

当社子会社において、特別利益として子会社株式売却益約500百万円を計上する予定です。 

 

Ⅶ．業績予想の修正 

（１）第２四半期（連結・個別）業績予想の修正について 

① 第２四半期(連結)(平成22年10月１日～平成23年３月31日)          （単位：百万円） 

 
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(円)

前回発表予想（Ａ） 4,048 312 280 156 2,318.60

今回修正予想（Ｂ） 3,955 333 301 134 1,986.89

増減額（Ｂ-Ａ） △93 21 20 △22 ― 

増減率（％） △2.3 6.8 7.3 △14.3 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成22年9月期） 
3,346 277 279 211 3,116.63

 
② 第２四半期(個別)(平成22年10月１日～平成23年３月31日)          （単位：百万円） 

 
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(円)

前回発表予想（Ａ） 3,238 248 263 125 1,854.27

今回修正予想（Ｂ） 3,152 271 317 203 2,996.06

増減額（Ｂ-Ａ） △86 22 54 77 ― 

増減率（％） △2.7 9.2 20.8 61.6 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成22年9月期） 
2,848 169 193 79 1,166.71

 

③ 第２四半期（連結・個別）業績予想の修正について 

個別業績については、出資先の業容を踏まえ、第２四半期に計上を予定していた特別損失をそれ以降に繰り

延べており、当期純利益が前回発表の 125 百万円から 203 百万円となり、77 百万円増加（＋61.6％）する見

込みです。 

連結業績については、概ね前回発表予想通りに推移する見込みです。 
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（２） 通期（連結・個別）業績予想の修正について 

① 通期(連結)(平成22年10月１日～平成23年９月30日)             （単位：百万円） 

 
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(円)

前回発表予想（Ａ） 8,207 658 600 325 4,819.28

今回修正予想（Ｂ） 7,472 590 530 513 7,606.15

増減額（Ｂ-Ａ） △734 △68 △69 188 ― 

増減率（％） △9.0 △10.4 △11.6 57.8 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成22年9月期） 
6,827 540 525 302 4,469.74

 
② 通期(個別)(平成22年10月１日～平成23年9月30日)              （単位：百万円） 

 
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(円)

前回発表予想（Ａ） 6,320 365 394 136 2,011.78

今回修正予想（Ｂ） 6,034 441 498 197 2,915.22

増減額（Ｂ-Ａ） △285 76 104 61 ― 

増減率（％） △4.5 20.9 26.4 44.9 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成22年9月期） 
5,609 340 363 118 1,744.34

 

③ 通期（連結・個別）業績予想の修正について 

個別業績については、バイク会員事業に関連する法人の株式譲渡により、バイク会員事業に関する取引が減

少しますが、通信費など販売管理費の圧縮により、営業利益は前回発表の365百万円から441百万円となり、

76 百万円増加（＋20.9％）、経常利益は前回発表の 394 百万円から 498 百万円となり、104 百万円増加（＋

26.4％）、当期純利益は前回発表の 136 百万円から 197 百万円となり、61 百万円増加（＋44.9％）する見込

みです。 

連結業績については、バイク会員事業に関連する法人の株式譲渡により、バイク会員事業に関する売上高、

営業利益、経常利益が減少しますが、個別での通信費など販売管理費の圧縮による業績の好転により、経常利

益は前回発表の 600 百万円から 530 百万円となり、69 百万円の減少（△11.6％）にとどまる見込みです。当

期純利益については、当社子会社における子会社株式売却益の影響で、当期純利益が前回発表の325百万円か

ら513百万円となり、188百万円増加（＋57.8％）する見込みです。 

以  上 


