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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１ 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は、記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、第８期末現在で、関連会社２社を有しておりますが、いずれ

も第１期の事業年度が終了していなかったため、記載しておりません。 

４ 第５期から第７期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

売上高 （千円） 433,514 606,376 1,798,253 2,687,946 3,629,186 

経常利益 （千円） 11,134 11,896 43,415 80,541 240,272 

当期純利益 （千円） 6,857 7,096 24,552 27,836 121,742 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） － － － － △11,180 

資本金 （千円） 40,000 40,000 40,000 290,000 460,000 

発行済株式総数 （株） 800 800 800 4,500 15,500 

純資産額 （千円） 42,901 49,998 74,551 602,388 1,147,330 

総資産額 （千円） 136,656 213,059 475,779 1,216,264 1,824,246 

１株当たり純資産額 （円） 53,627.24 62,498.10 93,189.19 133,864.05 74,021.35 

１株当たり配当額 

（内、１株当たり中

間配当額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

1,000 

(－)  

１株当たり当期純利

益 
（円） 25,028.83 8,870.86 30,691.09 6,957.48 8,909.09 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） － － － － 8,385.29 

自己資本比率 （％） 31.4 23.5 15.7 49.5 62.9 

自己資本利益率 （％） 28.0 15.3 39.4 8.2 13.9 

株価収益率 （倍） － － － － 124.6 

配当性向 （％） － － － － 12.7 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － 45,687 △70,493 245,813 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － △43,675 △29,147 △85,584 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － △28,857 742,750 185,988 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） － － 55,937 699,047 1,045,264 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用

者数〕 

（名） 
11 

〔23〕

11 

〔36〕

22 

〔42〕

47 

〔28〕

64 

〔38〕



載しておりません。第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高があります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

５ 第５期から第８期までの株価収益率は、当社株式が非上場でありますので、期中平均株価の把握が困難なた

め記載しておりません。 

６ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の期末雇用人員であります。臨時従業員にはパートタイマー、アルバ

イトを含み、派遣社員を除いております。 

７ 第７期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14

年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

８ 第７期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受

けておりますが、第５期及び第６期については、当該監査を受けておりません。 

９ 当社は平成16年６月30日付で株式１株につき５株の株式分割を行っております。また平成17年４月28日付で

株式１株につき３株の株式分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場

合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、第５期及び第６期の数値

については監査法人トーマツの監査を受けておりません。 

回次  第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

１株当たり純資産額  (円) 3,575.17 4,166.54 6,212.61 44,621.35 74,021.35 

１株当たり配当額 

（内、１株当たり中間配当

額）  

 (円) 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

1,000 

(－)  

１株当たり当期純利益  (円) 1,668.59 591.39 2,046.07 2,319.16 8,909.09 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
 (円) － － － － 8,385.29 



２【沿革】 

 当社は、平成６年に榊原暢宏（現代表取締役）が個人でバイクロードサービスを目的として、創業いたしました。

 その後、平成９年愛知県名古屋市昭和区明月町にて、現在のジャパンベストレスキューシステム株式会社の前身で

ある「日本二輪車ロードサービス株式会社」を設立いたしました。 

 「日本二輪車ロードサービス株式会社」設立以後の企業集団に係る経緯は、以下のとおりであります。 

平成９年２月 愛知県名古屋市昭和区明月町に、バイクロードサービスの全国組織を構築するため日本二輪車ロ

ードサービス株式会社（資本金10,000千円）を設立。 

    

平成10年６月 本社を愛知県名古屋市昭和区御器所に移転。 

    

平成11年８月 商号をジャパンベストレスキューシステム株式会社に変更。 

    

平成12年１月 加盟店研修・教育事業を開始。 

    

平成12年11月 東京事務所を開設。 

    

平成13年１月 株式会社エイブルとの提携事業である「入退居時のカギ交換サービス」を開始。 

    

平成13年９月 本社を愛知県名古屋市昭和区御器所から愛知県名古屋市昭和区鶴舞に移転。 

    

平成14年５月 大阪事務所を開設。 

    

平成14年７月 株式会社ホンダモーターサイクルジャパンとの提携事業である「Honda スクーター盗難補償シ

ステム」を販売開始。 

    

平成14年８月 旭硝子株式会社との提携事業である一般消費者向け緊急ガラス割換サービス「旭硝子ガラスの救

急車」を開始。 

    

平成14年10月 当社加盟店の研修施設を全国８ヶ所に設置。 

    

平成15年６月 ホームセキュリティ・システムの「シンプルセキュリティ」を開発、販売開始。 

    

平成15年７月 株式会社ホンダモーターサイクルジャパンとの提携事業である「Honda Motorcycle盗難補償シス

テム」を販売開始。 

    

平成16年４月 セコム株式会社とセコムテクノサービス株式会社との共同出資で「セコムウィン株式会社」を当

社出資比率33.3％にて設立し、高機能防犯性ガラスの販売を開始。 

    

平成16年６月 株式会社ＩＮＡＸとの共同出資で「株式会社水の救急車」を当社出資比率40.0％にて設立し、水

まわりサービス事業を拡充。 

    

平成16年８月 株式会社ミニミニ企画との提携事業である賃貸入居者向け「ミニミニ入居安心サービス」の販売

を開始。 

    

平成16年11月 BLUE AMBULANCE株式会社への出資。（当社出資比率20.0％） 

    

平成17年２月 全国大学生活協同組合連合会との提携事業である大学生活協同組合員向け「学生生活110番」に

関するサービスを開始。 

    

平成17年８月 東京証券取引所マザーズに株式を上場。 

    



３【事業の内容】 

 当社は「困っている人を助ける」を企業理念として、生活トラブル全般を解決するサービスを全国で展開してお

ります。当社が対応する生活トラブル解決サービスは、バイクユーザーが運転中に見舞われる故障に際しての緊急

サポートやガラスの割換工事、水まわりのトラブル解決、カギの交換など日常生活のなかで皆様が直面するお困り

ごとです。 

 当社は、上記の生活トラブル解決サービスを「生活救急車」の総合ブランドのもとに全国において展開しておりま

す。当社は広告宣伝や各種営業活動を通して「生活救急車」ブランドの向上をはかり、お客様の認知度を高めて集客

に努めるとともに、多数のお客様の日常生活のお困りごとを分析し、新たなサービスを開発してお客様に提供してお

ります。 

 当社は、全国の加盟店・協力店ネットワークを使って事業を展開しております。当社の加盟店・協力店は、それぞ

れの担当地域において、当社が作業依頼された各種の生活トラブル解決サービスを実際にお客様に提供します。当社

は、自社内のコールセンターにおいて、多数のお客様のお問合せを迅速に処理し、お客様の最寄りの加盟店・協力店

に作業手配を行います。お客様のもとに駆けつけたサービススタッフが作業を完了するまで、お客様とサービススタ

ッフをフォローいたします。また、お客様に満足いただけるサービスを提供し、「生活救急車」ブランドを発展させ

るために、加盟店・協力店スタッフのサービス内容のチェックや指導を行い、加盟店・協力店ネットワークを強化す

るために加盟店・協力店の新規募集、教育、育成等総括的管理を行っております。 

 加盟店は必要に応じて研修を受け、一定の技術や接客マナーを身につけた後で、担当地域でお客様にサービスを提

供いたします。その際、当社指定のユニフォームを着用し、当社のブランドのシンボルである「生活救急車」でお客

様のもとに駆けつけます。また加盟店は、担当地域における「生活救急車」の生活トラブル解決サービスの広告・宣

伝に必要となるプロモーション費用を一部負担しております。 

 協力店は、加盟店のみではカバーできない地域のお客様へのサービスや、レッカー車による故障したバイクの搬

送、害虫駆除や業務用エアコンの修理など一定の設備や専門性が要求されるサービスを担当しております。加えて、

担当地域の加盟店のみで対応が可能であると考えられる数を超える作業依頼を受け付けた場合においては、協力店が

補助的にサービスを提供することがあります。当社では、全国レベルでのサービスネットワークを効率的かつ迅速に

構築するために、予想される地域別の作業依頼件数や、近隣地域の加盟店ネットワークの構築状況等に応じて、加盟

店に加えて補助的な役割を果たす協力店についても、一定の技術レベル、当社の企業理念への理解及び接客マナーに

対する考え方を確認した上で、その獲得に努めております。なお、協力店は、担当地域のプロモーション費用の負担

は行いません。 

 平成17年９月30日現在で、加盟店数は366拠点、協力店は207拠点となっています。 

 なお、当社グループは、当社及び関連会社3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）より構成されており、コールセンター事業をはじめ、会員事業、企業提携事業等を展開しております。な

お、加盟店のひとつであるBLUE AMBULANCE 株式会社は、平成16年11月25日付で出資したことにより当社の議決権所

有割合が20％となったため、関連会社となっております。 

 当社グループの事業系統図は次ページのとおりです。 





(1）コールセンター事業（非会員のお客様） 

 当事業では、ガラスの割換工事、水まわりのトラブルやカギの交換、バイク・自動車ロードサービス、その他の

生活総合救急サービスを24時間365日稼動のコールセンターで随時受け付けております。 

 コールセンターは愛知県名古屋市昭和区鶴舞の本社内に設置し、専任のオペレーターが電話による作業依頼を受

付け、内容に応じ、加盟店や協力店に作業を手配しております。 

 コールセンター事業のお客様は、タウンページ、チラシ、インターネット、その他の広告を見た一般顧客であり

ます。 

（注1）コールセンター事業は、加盟店・協力店への作業手配事業であります。当社は手配の対価として、加

盟店・協力店が一般顧客から回収した作業代金の原則として20％を売上として計上しております。 

（注2）各作業の標準的な価格は、一般ガラス割換20,500円、トイレの詰まり除去11,550円、カギのシリンダ

ー交換18,900円（すべて税込）となっております。 

(2）会員事業 

 入居、入学、購入などの際に会員サービスに入会いただいたお客様から前もって会費をいただき、お困りごとが

あったときに現場出動を行う事業です。会員事業には、主としてロードサービス、盗難補償を提供する「バイク会

員」と、主として生活トラブル解決サービスを提供する「生活会員」があります。今期における新規入会会員数は

バイク会員93,985人、生活会員68,049人です。 

① バイク会員 

 バイクユーザーを対象顧客とした会員制ロードサービス商品の「バイクロードサービス」「ＪＢＲ盗難補償シ

ステム」「スクーターレスキューシステム」で、ツーリング途中の予期せぬトラブルなどに全国で24時間365日

対応し、近年多発する盗難についても補償を行う会員サービスを展開しております。 

 同様のサービスとして、株式会社ホンダモーターサイクルジャパンやヤマハ発動機販売株式会社等のバイクメ

ーカーと提携し、バイクユーザーを対象とした「盗難補償システム」会員を募っております。 

 標準的な会員年会費は、バイク盗難補償システム会員については16,900円、スクーター会員については1,200

円（すべて税込）です。 

② 生活会員 

 全国大学生活協同組合連合会と提携した会員サービスである「学生生活110番」は、会員の大学生並びにその

家族を対象とした、学生生活や日常生活の中のお困りごとに対するレスキューを全国で24時間365日提供してお

ります。 

 賃貸住宅入居者向けの「安心入居サポート」は、不動産賃貸事業を行っている企業と提携し、入居中の生活ト

ラブルをサポートする会員サービスとして展開しております。 

 標準的な生活会員年会費は、4,725円（消費税込）です。 



（注）会員事業では入会時にお客様からあらかじめ会費をいただいています。会員から作業依頼を受けた場合

は、入会時の条件に基づいて、無料あるいは割引価格で加盟店・協力店の手配を行います。発生した作

業代金あるいは作業代金と割引価格との差額は当社の負担となります。 

(3）企業提携事業 

① 包括提携事業 

 企業と提携して、提携企業の顧客に対し、生活トラブル解決サービスを行っております。 

 現在の包括提携事業は、旭硝子株式会社との業務提携による「旭硝子ガラスの救急車」事業、株式会社ＩＮＡ

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

株式会社との合弁会社「セコムウィン株式会社」による高機能防犯性ガラスの取り付け施工事業です。 

 包括提携事業は当社が提携企業と包括的に事業を提携している事業です。業務の流れは提携企業により異なり

ますが、提携企業と当社の間で業務提携契約が締結されております。 

（注）当社は作業代金の100％を売上として計上しております。当社は一般顧客あるいは提携企業から作業代

金の100％を回収し、原則として作業代金の80％を外注費（売上原価）として加盟店・協力店に支払っ

ております。 

② コールセンター受託事業 

 当事業では、「生活救急車」の展開により構築した加盟店・協力店ネットワークを利用して、提携法人顧客に

対するコールセンター代行サービス及びカスタマーサポート代行の業務受託サービスを行っております。法人契

約先、あるいは法人契約先のお客様からのお電話を、法人契約先に代わって当社コールセンターでお受けし、加

盟店・協力店に出動要請を行っております。 

 セキュリティ関連業、不動産業、サービス業、その他様々な業態の企業より業務を受託しております。 

 コールセンター受託事業の提携企業数は平成17年９月30日現在で60社です。 



（注）コールセンター受託事業は当社がコールセンター業務を代行している企業から直接作業を受託している

事業です。受託企業と当社の間で業務提携契約が締結されており、当社は作業代金の100％を売上とし

て計上しております。当社は受託企業から作業代金の100％を回収し、作業代金の原則として80％を外

注費（売上原価）として加盟店・協力店に支払っております。 

(4）その他の事業 

 その他の事業では、「生活救急車」ブランド全体としての受注拡大のために加盟店より一部費用負担を受けるプ

ロモーション業務、当社開発ホームセキュリティ商品「シンプルセキュリティ（注１）」の販売、西日本旅客鉄道

株式会社や名古屋鉄道株式会社と提携して、駅前店舗を受注窓口として生活のお困りごとを解決する「駅前ビジネ

ス事業（注２）」を行っております。 

注１ コンセントに挿すだけで簡単に設置できるホームセキュリティシステムです。室内異常を感知した場合、

自動的に予め設定した電話番号やメールアドレスに異常を知らせます。 

注２ 「お困りごとは駅で解決」というコンセプトに基づいた鉄道会社との提携事業です。西日本旅客鉄道株式

会社および名古屋鉄道株式会社の駅構内または駅に隣接した店舗で、当社加盟店・協力店によるパソコ

ン・ガラス・水まわり・カギの交換等の出動サービスの受付を行っています。 



４【関係会社の状況】 

 （注）１ 主要な事業の内容欄には、事業部門の名称を記載しております。 

２ BLUE AMBULANCE株式会社は、平成16年11月25日付で出資したことにより議決権の所有割合が20％となったた

め、関連会社となっております。 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の期末雇用人員であります。臨時従業員にはパートタイマー、アルバ

イトを含み、派遣社員を除いております。 

４ 当期中において、従業員数が17名増加しておりますが、増加の理由は主として業容拡大に伴う定期及び期中

採用によるものであります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係に特記すべき内容はありません。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の
内容（注１） 

議決権の所有
割合（％） 

関係内容 

（関連会社）           

セコムウィン株式会社 東京都中野区 15,000 企業提携事業 33.3 

当社と業務委託契約を締結

しております。役員の兼任

があります。 

株式会社水の救急車 名古屋市昭和区 75,000 企業提携事業 40.0 

当社と業務委託契約を締結

しております。役員の兼任

があります。 

BLUE AMBULANCE    

株式会社 
 愛知県小牧市 11,750 企業提携事業 20.0 

当社と業務委託契約を締結

しております。役員の兼任

があります。 

  平成17年９月30日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数 平均年間給与（円） 

64 

〔38〕 
32.4  １年  10ヶ月 3,515,029 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度におけるわが国経済は、IT(情報技術分野)の在庫調整がほぼ終わり、好調な設備投資と底堅い個人消

費により、平成16年から続いていた景気の踊り場局面を抜け出しました。愛・地球博の開催により東海地方の活況

がみられる一方で、地方での温度差もあり、またIT以外の製品の在庫調整や原油高等の影響もあり、全体では穏や

かな景気浮揚の中で推移いたしました。 

  このような状況の中で当社は、会員事業において、賃貸住宅入居者向け「安心入居サポート」で新規会員を増

やし、順調な推移をみせました。全国大学生活協同組合連合会との提携会員サービス「学生生活110番」も順調に

推移しました。 

 第８期より業務を開始いたしましたセコム株式会社とセコムテクノサービス株式会社との共同出資会社である

「セコムウィン株式会社」におけるセコムあんしんガラス事業も堅調に推移しております。 

 また、企業提携事業に携わる「BLUE AMBULANCE株式会社」につきまして、平成16年11月25日付で出資を行ったこ

とにより、当社の議決権所有割合が20％となりましたので、当社の関連会社となっております。 

 株式会社ＩＮＡＸと共同出資で設立した「株式会社水の救急車」につきましては、リフォーム事業の不振から低

迷しておりますが、サービスエリアの拡大や作業件数の増加により業績を向上させてまいります。 

 このような環境において、当社は全面的なコストの見直し、業務の効率化を図ってまいりました。この結果、当

事業年度における売上高は3,629,186千円（前期比941,239千円増）、経常利益240,272千円（前期比159,731千円

増）となりました。 

 なお、事業別の業績は次のとおりであります。 

① コールセンター事業（非会員） 

 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28,936千円（前期比10,738千円増）、パソコンサー

ビス部門の売上が26,212千円カギ部門の売上が98,241千円（前期比1,573千円減）、水まわり部門の売上が

100,596千円（前期比18,939千円減）と推移いたしました。この結果、当事業の売上高は335,149千円（前期比

16,605千円増）となりました。 

② 会員事業 

 会員事業におきましては、ホンダ会員の売上が252,880千円 (前期比44,175千円増)、また新規サービスである

安心入居サポートが非常に好調な結果を示し、売上266,333百万円(前期比263,987千円増)を計上いたしました。

この結果、当事業の売上高は872,932千円（前期比355,831千円増）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936,295千円（前期比120,152千円増）と堅

調な結果を示しました他、新規に発足した水の救急車事業の売上が586,760千円 (前期比586,190千円増)と推移

いたしました。この結果、当事業の売上高は2,200,977千円（前期比570,846千円増）となりました。 

④ その他の事業 

 その他の事業におきましては、加盟店部門におけるプロモーション業務による売上が147,035千円 (前期比

3,729千円減)、シンプルセキュリティ事業の売上が16,785千円 (前期比6,538千円減)との結果となりました他、

駅前ビジネス事業の売上においては、31,835千円 (前期比24,286千円増)となりました。この結果、「その他」

の事業の売上高は220,127千円（前期比2,044千円減）となりました。  



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下、資金という。）の期末残高は1,045,264千円(前期比346,217

千円増)となりました。これは主に税引前当期純利益235,153千円の計上、公募による新株発行増資等に伴う

419,588千円の収入によるものです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は、245,813千円(前期比316,306千円増)となりました。これは主に税引前当期純

利益235,153千円(前期比183,044千円増)の計上によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は、85,584千円(前期比56,436千円減)となりました。これは主にインターネット

による受注サイトの構築等による無形固定資産の取得による支出38,806百万円、関係会社株式取得による支出

23,500千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） 

 財務活動により獲得した資金は185,988千円(前期比556,761千円減)となりました。これは主に公募による新株

発行増資等に伴う419,588千円の収入、短期借入金の返済200,000千円によるものです。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社は、生活総合救急サービスを主体とする会社であり、生産活動を行っていないため、該当事項はありませ

ん。 

(2）仕入実績 

 当事業年度における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注実績 

 該当事項はありません。 

事業部門 

第９期事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

仕入高（千円） 前年同期比（％） 

コールセンター事業   5,561 83.2 

  バイク会員 346,647 130.8 

会員事業 生活会員 51,911 3,578.8 

    398,558 149.6 

  包括提携事業 1,569,558 159.5 

企業提携事業 コールセンター受託事業 123,944 45.4 

    1,693,503 134.7 

その他の事業   72,852 66.9 

合計 2,170,476 132.4 



(4）販売実績 

 当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 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次のとおりであります。 

２ 第８期事業年度のセコムウィン株式会社については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しており

ます。 

３ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当社は、生活総合サービスの市場で、今後も市場変化への対応力を強化し、お客様から“ありがとう”と言ってい

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

 こうした状況下において、当社の会員数、作業件数は着実に増加すると予想されるものの、１）会員数の拡大、

２）加盟店ネットワークを活かした企業の駆けつけアウトソーシング、３）新たな集客戦略が経営上の課題となって

おります。今後、これらに重点をおいて対応を進めてまいります。 

１）会員数の拡大 

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

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

い、提携店舗の大幅拡大を図っております。既に約５万６千人が会員となっており、更に拡大を進めてまいりま

す。  

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

イアップを行い、新入生の「入学」時における会員の獲得を進めております。既に約１万７千人が会員となってお

り、更に拡大を進めてまいります。  

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

クメーカー、バイクショップとの提携を強化することに加え、インターネットによる中古市場もターゲットに据

え、拡大を図ってまいります。 

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

事業部門 

第９期事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

コールセンター事業   335,149 105.2 

  バイク会員 585,839 115.5 

会員事業 生活会員 287,092 2,889.1 

    872,932 168.8 

  包括提携事業 1,891,011 159.1 

企業提携事業 コールセンター受託事業 309,965 70.2 

    2,200,977 135.0 

その他の事業   220,127 99.1 

合計 3,629,186 135.0 

相手先 

第８期事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

セコムウィン株式会社 － － 367,434 10.1 



２）加盟店ネットワークを活かした企業の駆けつけアウトソーシング 

 企業のコスト抑制や身軽な組織化のニーズはますます高まる傾向にあり、種々のアウトソーシングが検討される

状況にあります。また、企業が抱える顧客の要望は、24時間365日対応の他、スピーディかつ丁寧な対応など、ま

すます高度化しており、それらが企業のＣＳにも結びついてまいります。 

 当社は全国に展開をしております加盟店ネットワークを活かし、それらのご要望にお応えすべく、生活救急車サ

ービスによるアウトソーシングの受託を積極的に進めてまいります。 

３）新たな集客戦略 

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

今後も新たな集客の柱を育てるべく、効果的な集客戦略を進めてまいります。 



４【事業等のリスク】 

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

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

事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。 

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

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

 また、以下の記載は投資に関するリスクすべてを網羅しているものではありませんのでご留意ください。なお、本

文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものです。 

(1) 財政状態について 

 当社は、当事業年度において、営業利益261,701千円を計上し、キャッシュ・フロー面においても346,217千円の

増加となっております。当社は財務体質の強化を行い目標を達成すべく、各事業の推進を行っております。 

 当事業年度末の貸借対照表における現預金残高は1,045,264千円であります。しかしながら、今後、新規事業の

拡大に伴う支出、投資の増加等が収益増加に見合わなかった場合、キャッシュ・フローの悪化を招き、当社の業

績、財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

(2) 事業収益について 

 当社は、当事業年度において、営業利益261,701千円を計上しており、引き続き増収増益の定着及び事業の発展

を図るべく最大限の努力をしております。現在積極的に事業の推進を行っているため、現時点で当社が想定する収

益の見通しに重大な相違が生じる可能性がある他、今後当社が予想しない支出、投資が発生する可能性がありま

す。 

 これらについては十分な検討と慎重な判断のもとに遂行し、適宜見直しを進めております。しかしながら、今後

の事業の推進の成果如何によっては当社の業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

(3）人員計画及び組織について 

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

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

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

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

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

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

できなかった場合には、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

(4）小規模組織であることについて 

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

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

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

当社の事業拡大に応じた十分な人材の確保、育成ができるか否かは不確実であり、これらが不十分な場合は、当社

の業務遂行及び業務拡大に影響を及ぼす恐れがあります。 

(5）特定の役員への依存について 

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

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

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

果たしております。 

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

をはじめとする創成期からの特定の役員及び主要構成員への依存度は相対的に低下するものと予想されます。しか

しながら、依然として彼らに対する依存度が高く、近い将来において何らかの理由により、彼らの業務遂行が不可

能となった場合、当社の業務遂行及び業務拡大に影響を及ぼす恐れがあります。 



(6）システムについて 

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

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

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

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

  

(7）加盟店の確保とサービスレベルの維持について 

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

にあり、加盟店の品質がそのまま作業の品質、お客様の満足度に結びついてまいります。したがって、当社が求め

る加盟店の品質は高いため、加盟店の絶対数が不足する可能性があり、その結果、当社の業務遂行及び業務拡大に

影響を及ぼす恐れがあります。加盟店の離脱がありましても、他地域からの対応等で事業に支障がないようにする

と共に、加盟店の加入促進及び統制・教育を図っております。  

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

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

急車」ブランドの浸透を図っておりますが、加盟店、協力店のいずれもが、独立した経営主体であるため、個々に

潜在的なリスクも抱えております。加盟店ならびに協力店が、万一、サービス作業出動において事故を発生させた

場合の保険の充実を図っておりますが、加盟店ならびに協力店が重大なクレームを発生させた場合には、当社と

「生活救急車」他のブランドイメージや信用を失墜し、当社業績に影響を与える可能性があります。 

 また、有力な加盟店がそれぞれのサービスを行うにあたっては、加盟店が既に保持する各種技術、資格、手元資

金とノウハウがあれば独立することも可能で、当社の競合となる可能性があります。しかし、かかる新規競合が、

当社と同等の全国ネットワークを展開し、各種サービスの提供、会員システムを構築し、市場の信頼を得て会員数

を確保することは容易ではなく、当社事業に対して大きな影響をもたらすことはないと思われます。但し、事業範

囲を一部のサービスに特化した場合や一部地域に限定した場合には、事業展開は短期間に可能となり、当該サービ

ス、当該地域において、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(8）競合に関するリスクについて 

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

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

業績に悪影響を与える可能性があります。 

(9）特定売上事業への依存度について 

 当社の事業は、ガラスの割替受注が前事業年度においては全売上高の44.2%、当事業年度においては同じく

35.9％を占め、比率は下がってきておりますが、依然として主体となっており、将来において、ガラスの割替受注

が大幅に減少した場合やガラス事業の提携が解消となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

(10）今後の事業展開について 

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

課題であると認識しており、今後も更に当社のサービスネットワークを活かした新規事業及び関係会社の設立を積

極的に展開していく所存であります。 

 しかし、当社が推進する新規事業及び関係会社の展開が、必ずしも市場に受け入れられる保証はなく、また、推

進した新規事業及び関係会社が当社の想定する収益を達成せず、今後の当社の事業拡大ならびに業績に影響を及ぼ

す恐れがあります。 

(11）ストックオプションの行使による株式の希薄化について 

 当社はストックオプション制度を採用しております。商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、平

成16年４月25日開催の臨時株主総会及び平成16年９月14日開催の臨時株主総会において発行の承認を受け、当社役

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

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

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

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

しております。 

(12）個人情報の保護について 



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

い、プライバシー保護の観点からサービス対応加盟店等への会員情報の開示も必要最小限に止め、個人情報を取り

扱うメインサーバーの外部からのアクセス遮断、社員・パートタイマー他の従業員ならびに加盟店・協力店に対す

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

たしております。 

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

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

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

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

対する信用失墜に繋がり、業績に影響を与える可能性があります。 

(13）商標権について 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ってまいります。 

(14）労働基準監督署からの是正勧告について 

 当社は、平成14年11月１日、名古屋東労働基準監督署から以下の事項についての是正勧告を受けております。 

 ① 労働者を雇用するに際し、雇入時の労働条件を明示した書面を交付していないこと。 

 ② 届出等法定除外事由なく法定時間外労働を行わせていること。 

 ③ １日の法定労働時間を超過して労働した場合の２割５分以上の割増賃金を支払っていないこと。 

 ④ 深夜労働時間帯（午後10時から翌日午前５時まで）に労働させた場合に２割５分以上の割増賃金を支払って

いないこと。 

 ⑤ 就業規則を作成し、届け出ていないこと。 

 ⑥ 労働者に対し１年以内ごとに１回（深夜時間帯に労働するものは６ヵ月ごとに１回）定期に法規に定められ

た健康診断を行っていないこと。 

 当社では、平成14年度に受けた上記労働基準監督署からの是正勧告については、雇入時の労働条件を明示した書

面交付の徹底、労働基準法36条に基づく労使協定の締結等の是正措置を講じるとともに、当該是正勧告を厳粛に受

け止め、就業規則の策定をしたほか、諸規程の事業所内備え置きを実施いたしました。また、従業員への福利厚生

面での充実を図るため、ストックオプション制度の導入、福利厚生サービス企業との会員契約等も実施しておりま

す。さらには、労働条件に関する内部統制も充実させ、社員・パートタイマー他への労働環境の聴取を通じ、労働

基準法等の法令遵守の徹底を確認する体制を構築しております。 

 当社事業はサービス業であり、優秀な人材は企業の重要な財産であると考えております。コーポレート・ガバナ

ンスの観点からも従業員との良好な関係維持は重要な課題であり、この良好な関係がお客様へのサービスを向上さ

せ、ひいては当社の業績向上につながるものと考え、今後も従業員の労働条件改善に積極的に取り組んでいく所存

であります。 



５【経営上の重要な契約等】 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間 

株式会社エイブル 
リフォーム工事請

負基本契約 
鍵交換・保守業務に係わる契約 

平成13年１月１日から 

平成13年12月31日 

（以後、１年毎の継続契約） 

旭硝子株式会社 業務提携包括契約 

「旭硝子ガラスの救急車」コー

ルセンター業務、マーケティン

グ及び業務手配 

平成14年８月21日から 

平成15年８月20日 

（以後、１年毎の継続契約） 

株式会社ホンダモーターサイ

クルジャパン 
取引契約 

「Honda Motorcycle盗難補償シ

ステム」に係わる契約 

平成15年７月１日から 

平成16年６月30日 

（以後、１年毎の継続契約） 

朝日火災海上保険株式会社 業務委託契約 
「朝日火災のホームサポートサ

ービス」に係わる契約 

平成16年１月１日から 

平成16年12月31日 

（以後、１年毎の継続契約） 

セコムウィン株式会社 業務委託契約 
「セコムあんしんガラス」等に

係わる販売業務、及び業務手配 

平成16年４月１日から 

平成19年３月31日 

（以後、１年毎の継続契約） 

株式会社水の救急車 業務委託契約 

「株式会社水の救急車」コール

センター業務、マーケティング

及び業務手配 

平成16年６月30日から 

平成17年６月29日 

（以後、１年毎の継続契約） 

株式会社ミニミニ企画 業務請負契約 
「ミニミニ入居安心サービス」

に係わる契約 

平成16年８月10日から 

平成20年８月９日 

（以後、１年毎の継続契約） 

全国大学生活協同組合連合会 取引契約 
「学生生活110番」に係わる契

約 

平成17年２月１日から 

平成18年１月31日 

（以後、１年毎の継続契約） 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）財政状態の分析 

（流動資産） 

 当事業年度における流動資産の残高は、1,584,904千円（前事業年度は1,124,903千円）となり、460,000千円の

増加となりました。これは主に、平成17年８月の公募増資等により現金及び預金の流入が419,588千円があったこ

とによるものです。 

（固定資産） 

 当事業年度における固定資産の残高は、235,958千円（前事業年度は89,408千円）となり、146,549千円の増加と

なりました。これは主に、ソフトウェアWedサイト「駆けつけ館」への投資32,445千円、全国大学生活協同組合連

合会への差入保証金の増加40,000千円、株式会社水の救急車20,000千円、BLUE AMBULANCE株式会社3,500千円の関

連会社株式の増加に伴うものです。 

（流動負債） 

 当事業年度における流動負債の残高は、584,835千円（前事業年度は535,528千円）となり、49,307千円の増加と

なりました。これは主に短期借入金が200,000千円減少したものの、買掛金が45,403千円増加し、未払法人税等が

102,120千円増加し、会員引当金が46,461千円増加したことによるものです。 

（固定負債） 

 当事業年度における固定負債の残高は、92,080千円（前事業年度は78,348千円）となり、13,732千円増加いたし

ました。これは主に、長期前受収益が44,532千円増加したことによるものです。 

（資本） 

 当事業年度における資本の残高は1,147,330千円（前事業年度は602,388千円）となり、544,942千円増加いたし

ました。これは主に、平成17年８月の公募増資等により419,588千円の現金及び預金の流入があったことによるも

のです。 

(2）経営成績の分析 

 当社が創業以来取り組んでまいりました「バイクロードサービス」及び「生活救急車」においては、常に消費者

ニーズを事業内容に反映してまいりました。さらに当事業年度では、大学生活協同組合員に対応した会員サービス

「学生生活110番」を展開し、従来の「ガラス・水まわり・カギの交換」に加えて家電、パソコンサポート等のお

困りごとやあらゆる相談事をレスキューする体制作りを進めてまいりました。 

 これらの結果により、作業依頼コール数が増え、当期の営業利益は前期比186,749千円増の261,701千円、経常利

益は前期比159,731千円増の240,272千円、当期純利益は前期比93,905千円増の121,742千円となりました。各費目

の特徴については、以下のとおりであります。 

 当事業年度の作業件数はガラス関連サービス28,857件（前年同期30,245件 前年同期比4.6％減）、水まわり関

連サービス53,770件（前年同期36,795件 前年同期比46.1％増）、カギの交換関連サービス30,693件（前年同期

30,834件 前年同期比0.5％減）です。バイク会員93,985人（前年同期97,413人 前年同期比3.5％減）、新規入会

会員数は生活会員68,049人（前年同期5,469人 前年同期比1,144.3％増）です。今期末においては加盟店数は366

拠点（前年同期320拠点 前年同期比14.4％増）、協力店数は207拠点（前年同期92拠点 前年同期比125.0％

増）、同コールセンター受託先企業数は60社（前年同期31社 前年同期比93.5％増）です。 

（売上高） 

売上高は前事業年度に比べ941,239千円増の3,629,186千円となりました。 

  

〈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28,936千円（前期比10,738千円増）、パソコンサービス

部門の売上が26,212千円（前期比24,692千円増）、カギ部門の売上が98,241千円（前期比1,573千円減）、水まわ

り部門の売上が100,596千円（前期比18,939千円減）等と推移いたしました。この結果、当事業の売上高は335,149

千円（前期比16,605千円増）となりました。 

〈会員事業〉 

 会員事業におきましては、ホンダ会員の売上が252,880千円 (前期比44,175千円増)、また新規サービスである安

心入居サポートが非常に好調な結果を示し、売上266,333百万円(前期比263,987千円増)を計上いたしました。この

結果、当事業の売上高は872,932千円（前期比355,831千円増）となりました。 



〈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936,295千円（前期比120,152千円増）と堅調

な結果を示しました他、新規に発足した水の救急車事業の売上が586,760千円 (前期比586,190千円増)と推移いた

しました。この結果、当事業の売上高は2,200,977千円（前期比570,846千円増）となりました。 

〈その他〉 

 その他の事業におきましては、加盟店部門におけるプロモーション業務による売上が147,035千円 (前期比3,729

千円減)、シンプルセキュリティ事業の売上が16,785千円 (前期比6,538千円減)との結果となりました他、駅前ビ

ジネス事業の売上においては、31,835千円 (前期比24,286千円増)となりました。この結果、「その他」の事業の

売上高は220,127千円（前期比2,044千円減）となりました。  

  



（売上原価、売上高総利益） 

 売上原価は前事業年度に比べ531,406千円増加し2,170,476千円となりました。売上総利益は前事業年度に比べ  

409,832千円増益の1,458,709千円となりました。当事業年度においては、売上総利益率は前事業年度に比べ1.2ポ

イント増加して40.2％となりました。 

（販売費及び一般管理費、営業利益） 

 販売費及び一般管理費は前事業年度に比べ223,083千円増加し1,197,008千円となりました。販売費及び一般管理

費が増加した主な要因は従業員増による人件費の増加、コール数増による通信費の増加等によります。一方、効果

的な広告宣伝により対売上広告宣伝費率の減少等により、営業利益率は前事業年度に比べ4.4ポイント増加して

7.2％となりました。 

（営業外損益、経常利益） 

 営業外収益は、受取キャンセル料7,041千円等があり、15,516千円となりました。営業外費用につきましては東

証マザーズ上場に伴う株式公開費用32,018千円等があり、36,945千円となりました。その結果、経常利益は前事業

年度に比べ159,731千円増の240,272千円となりました。 

  

（特別損益、税引前当期純利益） 

 特別損失につきましては、過年度に関わる会員引当金繰入額5,218千円を計上しました。その結果、税引前当期

純利益は前事業年度に比べ183,044千円増の235,153千円となりました。 

（当期純利益） 

 法人税、住民税及び事業税に税効果会計適用に伴う法人税等調整額を併せた税金費用は113,411千円となり税引

前当期純利益に対する税金費用の割合は48.2％となっており、当期純利益は前事業年度に比べ93,905千円増の

121,742千円となりました。 

（キャッシュ・フローの分析） 

 当事業年度につきましては、営業活動により245,813千円の資金を獲得（前年同期は70,493千円の使用）し、  

投資活動として85,584千円の資金を使用（前年同期は29,147千円の使用）しましたが、財務活動として、株式の発

行による収入419,588千円や借入金の返済200,000千円により、結果として346,217千円の資金を獲得（前年同期は

643,109千円の獲得）しました。 

 その結果、現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ、346,217千円増加し、1,045,264千円になりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度の設備投資の総額は57,072千円です。主な設備投資は、ソフトウェア Webサイト「駆けつけ館」 

32,445千円であります。 

 なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 （注）１ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  平成17年９月30日現在

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（名） 

建物 車両運搬具 
工具器具 
及び備品 

 ソフト 
ウェア 

合計 

本社 

（名古屋市昭和区） 
本社機能 1,369 8,114 22,764 36,685 68,934 49 

東京本部 

（東京都千代田区） 
販売業務 － － 258 － 258 6 

大阪本部 

（大阪市北区） 
販売業務 － － 93 － 93 1 

事業所名 
（所在地） 

事業部門 設備の内容 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

 本社 

 （名古屋市昭和区） 
全事業部門 本社レイアウト 5,348 15,680 

 本社 

 （名古屋市昭和区） 
コールセンター事業 ＣＴＩシステム 1,675 1,919 

事業所名 
（所在地） 事業部門 設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び 
完了予定年月 完成後の 

増加能力 総額 
（千円）

既支払額
（千円） 着手 完了 

 本社 

(名古屋市昭和区) 
 全事業部門 

販売管理基幹

システム 
60,000 －  自己資金

平成17年

５月 

平成18年 

４月 

販売管理能力

の強化 

  本社 

(名古屋市昭和区) 

 コール 

センター 

 社内電話 

交換機 
50,000 － 自己資金 

平成18年

８月 

平成18年 

９月 

コール業務 

管理の強化 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）平成17年11月21日開催の取締役会決議により、平成17年12月31日付で１株につき２株の割合をもって株式分割を行

っております。  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 48,000 

計 48,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月27日） 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 15,500 15,500 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
 － 

計 15,500 15,500 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 平成16年４月25日 臨時株主総会決議（第１回） 

 （注）１．当社が払込価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行

う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３．新株引受権の行使の条件は次のとおりです。 

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

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

ることを要します。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がそれを行使できるものとします。 

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

④ 新株予約権の抵当・質入、その他の処分は認めません。 

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

予約権付与契約」に定めるところによります。 

４．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利放棄及び退職等により割当対象でなくなった

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。 

  
事業年度末現在 

（平成17年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 615 615 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 615 615 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１,２ 5,000 5,000 

新株予約権の行使期間 
平成16年４月25日から 

平成26年３月31日まで 

平成16年４月25日から 

平成26年３月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     5,000 

資本組入額    2,500 

発行価格     5,000 

資本組入額    2,500 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、取締役会の承認を要

する。 

新株予約権を譲渡するに

は、取締役会の承認を要

する。 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 



② 平成16年９月14日 臨時株主総会決議（第２回） 

 （注）１．当社が払込価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行

う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３．新株予約権行使の条件 

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

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

す。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がそれを行使できるものとします。 

③ 新株予約権の抵当・質入、その他の処分は認めません。 

④ この他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権付与契約」に定めるところによります。 

４．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利放棄及び退職等により割当対象でなくなった

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。 

  
事業年度末現在 

（平成17年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 210 210 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 210 210 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１,２ 333,334 333,334 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月14日から 

平成26年９月13日まで 

平成18年９月14日から 

平成26年９月13日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    333,334 

資本組入額   166,667 

発行価格    333,334 

資本組入額   166,667 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 



③ 平成16年９月14日 臨時株主総会決議（第３回） 

 （注）１．当社が払込価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行

う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３．新株予約権行使の条件 

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

当社取締役、もしくは従業員の地位にあること、または当社の業務に協力する関係にあることを要しま

す。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がそれを行使できるものとします。 

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

④ 新株予約権の抵当・質入、その他の処分は認めません。 

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

予約権付与契約」に定めるところによります。 

  
事業年度末現在 

（平成17年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 96 96 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 96 96 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１,２ 333,334 333,334 

新株予約権の行使期間 
平成16年９月14日から 

平成26年９月13日まで 

平成16年９月14日から 

平成26年９月13日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    333,334 

資本組入額   166,667 

発行価格    333,334 

資本組入額   166,667 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．有償株主割当 １：３ 600株 

発行価格      50,000円 

資本組入額     50,000円 

２．株式分割（１：５）によるものであります。 

３．有償第三者割当    500株 

発行価格    1,000,000円 

資本組入額    500,000円 

主な割当先 ジャフコＶ１－Ｂ号投資事業組合、株式会社ＩＮＡＸ、朝日火災海上保険株式会社 他14名 

４．株式分割（１：３）によるものであります。 

５．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）1,800株 

発行価格     170,000円 

資本組入額     85,000円 

 ６．有償第三者割当    200株 

 発行価格     170,000円 

 資本組入額     85,000円 

(4）【所有者別状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年８月10日 

（注）１ 
600 800 30,000 40,000 － － 

平成16年６月30日 

（注）２ 
3,200 4,000 － 40,000 － － 

平成16年９月30日 

（注）３ 
500 4,500 250,000 290,000 250,000 250,000 

平成17年４月28日 

（注）４ 
9,000 13,500 － 290,000 － 250,000 

平成17年８月29日 

（注）５ 
1,800 15,300 153,000 443,000 227,880 477,880 

平成17年９月27日  

（注）６ 
200 15,500 17,000 460,000 25,320 503,200 

  平成17年９月30日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 6 11 30 6 1 1,095 1,149 － 

所有株式数 

（株） 
－ 674 277 338 87 3 14,121 15,500 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 4.35 1.79 2.18 0.56 0.02 91.10 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

 保有期間等の確約を取得者と締結している株式の移動について 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

榊原 暢宏 
名古屋市瑞穂区彌富町字清水ヶ岡57番地の 

20 
10,867 70.10 

ジャフコＶ１-Ｂ号投資事業 

有限責任組合 
東京都千代田区丸の内１丁目８番２号 453 2.92 

大阪証券金融株式会社 

（業務口） 
大阪市中央区北浜２丁目４番６号 295 1.90 

ジャフコＶ１-Ａ号投資 

事業有限責任組合 
東京都千代田区丸の内１丁目８番２号 270 1.74 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 213 1.37 

ジャフコＶ１-スター投資事

業有限責任組合 
東京都千代田区丸の内１丁目８番２号 180 1.16 

ＪＢＲ社員持株会 名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号 135 0.87 

株式会社ＩＮＡＸ 常滑市鯉江本町５丁目１番地 90 0.58 

朝日火災海上保険株式会社 東京都千代田区鍛冶町２丁目６番２号 90 0.58 

松井証券株式会社 

（一般信用口） 
東京都千代田区麹町１丁目４ 66 0.42 

計 － 12,659 81.67 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,500 15,500 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 15,500 － － 

総株主の議決権 － 15,500 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



 平成16年９月30日付の第三者割当により発行した株式の取得者から、当該株式を上場日以降６ヵ月間を経過する日

（当該日において新株発行の効力発生日以降１年間を経過していない場合には、新株発行の効力発生日以降１年間を経

過する日）までの間保有する旨の確約を得ております。なお、該当株式については株式の移動は行われておりません。



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年４月25日開催の臨時株主総会において特別決議されたもの、平成16年

９月14日開催の臨時株主総会において特別決議されたもの及び成17年12月27日開催の定時株主総会において特別

決議されたものであります。 

 当該制度の内容は次のとおりであります。 

① 平成16年４月25日 臨時株主総会決議（第１回） 

② 平成16年９月14日 臨時株主総会決議（第２回） 

③ 平成16年９月14日 臨時株主総会決議（第３回） 

決議年月日 平成16年４月25日 

付与対象者の区分及び人数 取締役３名、法人１社 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）〔新株予約権等の状況〕」に記載しております。 

株式の数 241株 

新株予約権の行使時の払込金額 「(2）〔新株予約権等の状況〕」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成16年９月14日 

付与対象者の区分及び人数 取締役１名、従業員36名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）〔新株予約権等の状況〕」に記載しております。 

株式の数 72株 

新株予約権の行使時の払込金額 「(2）〔新株予約権等の状況〕」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成16年９月14日 

付与対象者の区分及び人数 監査役１名、取引先７社 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）〔新株予約権等の状況〕」に記載しております。 

株式の数 32株 

新株予約権の行使時の払込金額 「(2）〔新株予約権等の状況〕」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



 ④ 平成17年12月27日 定時株主総会決議（第４回） 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

てのみ行われ、調整の結果0.01株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

   ２．１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除

く）における東京証券取引所における当社普通株式の取引の終値の平均値（１円未満の端数は切上げ）とす

る。 

ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日終値(取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は、

当該終値とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整による１円未満の端数は切上げる。 

決議年月日 平成17年12月27日 

付与対象者の区分及び人数 取締役、従業員及び取引先 

なお、人数等の詳細については定時株主総会以後の取締

役会で決定する。 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 600株を上限とする。(注）１. 

新株予約権の行使時の払込金額 (注）２. 

新株予約権の行使期間 平成19年12月29日から平成29年12月28日まで 

新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい

ても、当社の取締役、従業員及び取引先その他これに準

ずる地位にあることを要す。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合

はこの限りではない。 

② 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相

続人がこれを行使できるものとする。 

③ 新株予約権の抵当・質入、その他の処分は認めない。 

④ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決

議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額  ×  １ 

  分割・併合の比率 

    
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

 調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注）平成17年12月27日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、商法第211条ノ３第１項第２号

の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。」旨を定款に定めております。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

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

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

ジネスの新規開拓及び会員事業の拡大等の推進と、企業体質強化を勘案いたしました結果、配当は年間1,000円とさ

せていただきます。今後も各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討してまいります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成17年８月30日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項

はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成17年８月30日をもって同取引所に株式を上場しましたが８月30日及び31日は売買が成立しなかったた

め、平成17年８月以前の株価については該当事項はありません。 

  平成17年12月27日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 ― ― ― 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

最高（円） － － － － 2,500,000 

最低（円） － － － － 1,040,000 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） － － － － － 2,500,000 

最低（円） － － － － － 1,040,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

代表取締役 － 榊原 暢宏 昭和42年３月22日 

平成元年４月 株式会社アクロス入社 

平成６年１月 有限会社ノア設立 取締役に就任 

平成９年２月 日本二輪車ロードサービス株式会社（現当

社）代表取締役就任（現任） 

平成16年４月 セコムウィン株式会社取締役就任（現任） 

平成16年６月 株式会社水の救急車取締役就任（現任） 

平成16年11月 BLUE AMBULANCE株式会社取締役就任（現任） 

平成17年１月 株式会社全管協サービス取締役就任（現任） 

平成17年10月 株式会社ハウスドクター取締役就任（現任） 

平成17年12月 ジャパンベストインシュアランスソリューシ

ョンズ株式会社取締役就任（現任） 

10,867 

取締役 業務部長 宮本 稔久 昭和47年２月17日 

平成４年４月 株式会社日本システムエンジニアリング入社 

平成７年６月 電算総合研究所株式会社入社 

平成９年３月 当社入社 

平成９年12月 当社取締役業務部長就任（現任） 

平成16年６月 株式会社水の救急車監査役就任（現任） 

平成17年11月 JBR Bike Relations株式会社取締役就任（現

任） 

－ 

取締役 営業部長 平井 伸吾 昭和44年５月５日 

平成４年４月 株式会社東海銀行入行 

 （現株式会社ＵＦＪ銀行） 

平成13年11月 当社入社 営業部長（現任） 

平成14年11月 当社取締役就任（現任） 

平成17年３月 加盟店サポート部管掌（現任） 

平成17年11月 JBR Bike Relations株式会社取締役就任（現

任） 

－ 

取締役 管理部長 鈴木 良夫 昭和34年７月19日 

昭和59年４月 株式会社日貿信入社 

平成５年３月 三井製糖株式会社入社 

平成10年４月 株式会社リソー教育入社 

平成11年10月 ジェイフォン東京株式会社入社 

 （現ボーダフォン株式会社） 

平成13年10月 株式会社ジー・モード入社 

平成16年４月 当社入社 管理部長（現任） 

平成16年12月 当社取締役就任（現任） 

9 

監査役 

（常勤） 
－ 加藤 洋一郎 昭和42年６月24日 

平成３年４月 コナミ工業株式会社入社 

 （現コナミ株式会社） 

平成16年４月 当社入社 業務改善委員会部長 

平成16年９月 当社監査役就任（現任） 

平成17年10月 株式会社ハウスドクター監査役就任（現任） 

平成17年11月 JBR Bike Relations株式会社監査役就任（現

任） 

－ 

監査役 － 岩村 豊正 昭和43年９月２日 

平成５年10月 監査法人伊東会計事務所入所 

平成12年７月 岩村公認会計士事務所設立 所長に就任（現

任） 

平成16年４月 当社監査役就任（現任） 

平成16年８月 株式会社ドリーム監査役就任（現任） 

平成16年11月 キャブ株式会社監査役就任（現任） 

－ 

監査役 － 丹羽 喜裕 昭和43年４月２日 

平成５年10月 監査法人トーマツ名古屋事務所入所 

平成９年10月 丹羽会計事務所設立 所長に就任（現任） 

平成16年４月 当社監査役就任（現任） 

平成16年11月 株式会社アトリエ・フェリーク代表取締役に

就任（現任） 

平成16年12月 株式会社オリエント・パートナーズ代表取締

役に就任（現任） 

平成17年９月 ティー・ハンズオンインベストメント株式会

社取締役に就任（現任） 

－ 

計 － － － － 10,876 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は設立９年と歴史が浅く、組織も業務を進めていく上で必要に迫られる形で自然発生してまいりました。そ

のため、必然的に極めてフラットな風通しの良い組織体が成り立っております。この強みを今後も活かしたうえ

で、コーポレート・ガバナンス充実のために、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任

の明確化、収益力の向上と企業価値の極大化を目指し、下記の点を留意してまいります。 

① 組織の拡大化に伴い、意思決定のスピードが落ちない組織構築 

② 法令・企業倫理・公正な行動を基本とした社内ルールの遵守 

③ ステークホルダーへの情報開示の透明性 

④ 経営陣のリーダーシップの下、組織を超えた議論と協力を密にする事でのセクショナリズムの排除 

⑤ 役職、立場に関わらず、全従業員・役員が気付いた社内の問題点についてオープンに議論し、改善すること

⑥ そしてこれらを全従業員が理解をし、徹底するよう、マネジメントを行うこと 

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

「会社の機関の内容」 

   当社の業務執行・監視・内部統制の概要は下記のとおりです。  

  

(3) 社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等 

  社外監査役の岩村豊正、丹羽喜裕の両氏と当社との間に利害関係はありません。 

(4) コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間の状況        

  ① 取締役会は毎月１回以上開催されており、経営方針及び重要な業務執行の意思決定を迅速に行い、かつ効率

  的な経営監視体制が執られております。 

② 当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役を中心とした計画的かつ網羅的監査の実施がなされておりま

す。監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べると共に重要な書類等の閲覧を行う他、内部監査人

との連携を密にし、独立した立場から経営の監視を行っております。監査役による定期的な協議は、取締役会

に連動して毎月１回以上開催されております。内部監査人、監査役及び監査法人は、緊密な連携を保つため、

積極的な情報交換を行っております。また、必要に応じて共同監査を実施いたします。なお、３名の監査役の

内、２名は社外監査役となっております。 



③ 代表取締役の特命に基づき、当社の全部署を対象として、業務の適正な運用、改善、能率増進を図るととも

に、財産を保全し、不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を計画的に実施しております。 

④ 顧問弁護士及び弁理士等から必要に応じてアドバイスを頂く等、適切な助言と指導を受けられる体制を整え 

  ております。 

⑤ 現在、会計監査人は選任されておりませんが、四半期、中間期及び期末決算時に監査法人による会計監査を 

  受けております。  

(5)リスク管理体制の整備の状況 

 当社は、生活緊急サポートサービス企業として、各種サポートサービスの提供を行っております。これらの事

業の性質上、様々なリスクにさらされております。事業の拡大、情報技術の急速な進展からのリスクは、予測不

可能な不確実性を含んでおり、個人情報に関する社会的責任に関しても将来の当社業績にインパクトを与える可

能性があります。当社では、これらのリスクを適切にモニターしコントロールするために、コンプライアンス体

制を周知徹底し、リスク対応力の強化を図ってきました。また内部監査では定期的に規程の遵守状況、リスク管

理機能の有効性・独立性・報告書の信頼性のチェックを行っております。  

(6)役員報酬の内容 

 平成17年９月期における当社の役員報酬の内容は以下のとおりです。 

取締役の年間報酬総額   38,120千円 

監査役の年間報酬総額    8,930千円（うち社外監査役2,580千円）  

(7）監査報酬の内容 

 平成17年９月期における当社の監査法人トーマツに対する報酬は次のとおりです。 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  7,000千円 

① 会計監査の状況 

 会計監査の状況につきましては、監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けてお

ります。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。 

② 業務を執行した公認会計士の氏名 

指定社員・業務執行社員  上田 圭祐 

指定社員・業務執行社員  中浜 明光 

指定社員・業務執行社員  石倉 平五 

③ 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士３名 会計士補８名 その他３名 



第５【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日

内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第８期事業年度（平成15年10月１日から平成16年９月30日ま

で）及び第９期事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツに

より監査を受けております。 

 なお、第８期事業年度に係る監査報告書は、平成17年７月26日提出の有価証券届出書に添付されたものによってお

ります。 

３ 連結財務諸表について 

 当社は、子会社を有していないため、連結財務諸表は作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第８期 

（平成16年９月30日） 
第９期 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  699,047 1,045,264 

２ 受取手形  450 － 

３ 売掛金 ※２ 275,270 325,715 

４ 商品  16,214 29,755 

５ 製品  53,162 72,028 

６ 原材料  19,380 － 

７ 貯蔵品  671 100 

８ 前渡金  21,393 － 

９ 前払費用  32,073 40,616 

10 繰延税金資産  12,636 43,165 

11 立替金 ※２ 18,385 61,244 

12 その他  561 561 

貸倒引当金  △24,342 △33,547 

流動資産合計  1,124,903 92.5 1,584,904 86.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1）建物  2,091 1,660 

(2）構築物  491 390 

(3）機械及び装置  926 292 

(4）車両運搬具  708 8,114 

(5）工具器具及び備品  20,746 23,116 

有形固定資産合計  24,963 2.1 33,574 1.8

 



   
第８期 

（平成16年９月30日） 
第９期 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

２ 無形固定資産    

(1）商標権  2,193 2,070 

(2）ソフトウェア  5,530 36,685 

(3）電話加入権  2,359 6,168 

無形固定資産合計  10,084 0.8 44,923 2.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  － 5,900 

(2）関係会社株式  25,000 48,500 

(3）出資金  10 10 

(4）破産更生債権等  21,738 － 

(5）長期前払費用  2,754 1,861 

(6）繰延税金資産  4,394 － 

(7）差入保証金  14,820 83,754 

(8）保険積立金  7,381 17,434 

貸倒引当金  △21,738 － 

投資その他の資産合計  54,361 4.4 157,460 8.6

固定資産合計  89,408 7.3 235,958 12.9

Ⅲ 繰延資産    

１ 新株発行費  1,952 3,384 

繰延資産合計  1,952 0.2 3,384 0.2

資産合計  1,216,264 100.0 1,824,246 100.0 

     
 



  
第８期 

（平成16年９月30日） 
第９期 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 ※２ 134,981 180,384 

２ 短期借入金 200,000 － 

３ １年以内返済予定の長
期借入金 

33,600 30,800 

４ 未払金 75,610 106,324 

５ 未払費用 － 1,003 

６ 未払法人税等 23,880 126,000 

７ 未払消費税等 13,264 19,114 

８ 預り金 30,800 35,838 

９ 前受収益 － 29,938 

10 賞与引当金 5,000 8,928 

11 会員引当金 － 46,461 

12 その他 18,389 41 

流動負債合計 535,528 44.0 584,835 32.1

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 60,800 30,000 

２ 長期前受収益 17,548 62,080 

固定負債合計 78,348 6.5 92,080 5.0

負債合計 613,876 50.5 676,915 37.1

    

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 290,000 23.8 460,000 25.2

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金 250,000 503,200   

資本剰余金合計 250,000 20.6 503,200 27.6

Ⅲ 利益剰余金   

１ 当期未処分利益 62,388 184,130   

利益剰余金合計 62,388 5.1 184,130 10.1

資本合計 602,388 49.5 1,147,330 62.9

負債資本合計 1,216,264 100.0 1,824,246 100.0 

    



②【損益計算書】 

  
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※１ 2,687,946 100.0 3,629,186 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２ 1,639,069 61.0 2,170,476 59.8

売上総利益 1,048,876 39.0 1,458,709 40.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 広告宣伝費 275,487 308,840   

２ 通信費 144,742 168,370   

３ 役員報酬 36,175 47,050   

４ 給与手当 197,359 260,660   

５ 賞与 5,616 11,298   

６ 賞与引当金繰入額 5,000 8,928   

７ 法定福利費 19,762 35,075   

８ 支払手数料 91,575 129,457   

９ 賃借料 54,940 61,592   

10 減価償却費 6,123 12,014   

11 貸倒引当金繰入額 9,041 12,851   

12 その他 128,099 973,924 36.2 140,867 1,197,008 33.0

営業利益 74,952 2.8 261,701 7.2

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 1 2   

２ 受取手数料 3,000 753   

３ 受取賃貸料 5,179 2,649   

４ 受取キャンセル料 1,008 7,041   

５ 保険解約差益 － 2,616   

６ その他 2,561 11,750 0.4 2,453 15,516 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 3,631 1,462   

２ 新株発行費償却 976 2,180   

３ 株式公開費用 － 32,018   

４ その他 1,553 6,161 0.2 1,284 36,945 1.0

経常利益 80,541 3.0 240,272 6.6

 



   
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

  １ 貸倒引当金戻入益  － － － 100 100 0.0

Ⅶ 特別損失    

１  過年度会員引当金繰入
額 

 － 5,218   

２ 固定資産売却損 ※３ 2 －   

３ 固定資産除却損 ※４ 67 －   

４ 前期損益修正損 ※５ 4,749 －   

５ 貸倒損失  1,872 －   

６ 貸倒引当金繰入額  21,738 28,431 1.1 － 5,218 0.1

税引前当期純利益  52,109 1.9 235,153 6.5

法人税、住民税及び事
業税 

 35,500 139,545   

法人税等調整額  △11,227 24,272 0.9 △26,134 113,411 3.1

当期純利益  27,836 1.0 121,742 3.4

前期繰越利益  34,551 62,388 

当期未処分利益  62,388 184,130 

     



売上原価明細書 

 （注） 

   
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 商品売上原価    

１．期首商品たな卸高  8,908 16,214 

２．当期商品仕入高  72,100 75,111 

合計  81,009 91,325 

３．期末商品たな卸高  16,214 29,755 

当期商品売上原価  64,795 4.0 61,570 2.8

Ⅱ 製品売上原価    

１．期首製品たな卸高  29,118 53,162 

２．当期製品製造原価  56,143 35,285 

合計  85,262 88,448 

３．他勘定振替高 ※ － 10,401 

４．期末製品たな卸高  53,162 72,028 

当期製品売上原価  32,100 1.9 6,018 0.3

Ⅲ 外注費  1,302,287 79.5 1,774,169 81.7

Ⅳ 会員引当金繰入額  －   41,242 1.9

Ⅴ 支払保険料  239,886 14.6 287,475 13.3

売上原価合計  1,639,069 100.0 2,170,476 100.0 

     

第８期 

 （自 平成15年10月１日 

   至 平成16年９月30日） 

第９期 

 （自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

 ※           ― ※ 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

   販売費及び一般管理費への振替高 10,401千円 

  



製造原価明細書 

 （注） 

  
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   30,000 53.4 19,380 54.9

Ⅱ 労務費   894 1.6 780 2.2

Ⅲ 経費 ※２ 25,249 45.0 15,125 42.9

当期総製造費用   56,143 100.0 35,285 100.0 

期首仕掛品たな卸高   － － 

合計   56,143 35,285 

期末仕掛品たな卸高   － － 

当期製品製造原価   56,143 35,285 

      

第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．原価計算の方法は総合原価計算を用いています。 １．原価計算の方法は総合原価計算を用いています。 

※２．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※２．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

減価償却費 5,089千円

外注加工費 20,144千円

減価償却費 1,608千円

外注加工費 13,517千円



③【キャッシュ・フロー計算書】 

   
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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  52,109 235,153

減価償却費  11,212 13,622

貸倒引当金の増減額
（△：減少） 

 30,485 △12,534

賞与引当金の増減額
（△：減少） 

 2,000 3,928

会員引当金の増減額 
（△：減少）  

 － 46,461

受取利息及び受取配当
金 

 △1 △2

支払利息  3,631 1,462

有形固定資産除却損  67 －

有形固定資産売却損  2 －

売上債権の増減額
（△：増加） 

 △25,458 △50,883

たな卸資産の増減額
（△：増加） 

 △2,021 △12,455

差入保証金の増減額 
（△：増加） 

 － △68,934

破産更生債権等の増減
額（△：増加） 

 △21,738 21,738

仕入債務の増減額
（△：減少） 

 22,037 45,402

未払金の増減額 
（△：減少） 

 △109,848 30,714

前受収益の増減額
（△：減少） 

 － 19,728

長期前受収益の増減額
（△：減少） 

 － 44,532

その他  5,177 △33,291

小計  △32,343 284,642

利息及び配当金の受取
額 

 1 2

利息の支払額  △3,631 △1,404

法人税等の支払額  △34,519 △37,426

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △70,493 245,813

 



   
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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 

 △8,224 △17,377

有形固定資産の売却に
よる収入 

 210 －

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △3,549 △38,806

投資有価証券の取得に
よる支出 

 － △5,900

関係会社株式の取得に
よる支出 

 △25,000 △23,500

貸付金の回収による収
入 

 7,417 －

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △29,147 △85,584

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） 

 200,000 △200,000

長期借入による収入  100,000 －

長期借入金の返済によ
る支出 

 △57,250 △33,600

株式の発行による収入  500,000 419,588

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 742,750 185,988

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） 

 643,109 346,217

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 55,937 699,047

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 699,047 1,045,264

    



④【利益処分計算書】 

 （注） 日付は株主総会承認年月日であります。 

   
第８期 

（平成16年12月28日） 
第９期 

（平成17年12月27日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  62,388   184,130

Ⅱ 利益処分額      

 1. 配当金  －   15,500

 Ⅲ 次期繰越利益  62,388   168,630

     



重要な会計方針 

項目 
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）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。 

(1）関連会社株式 

同左 

    

―――――― 

 (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。 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 先入先出法による原価法によってお

ります。 

(1）商品 

同左 

 (2）製品 

 総平均法による原価法によっており

ます。 

(2）製品 

同左 

 (3）原材料 

 先入先出法による原価法によってお

ります。 

(3）     ―――――― 

 (4）貯蔵品 

 先入先出法による原価法によってお

ります。 

(4）貯蔵品 

 同左 

３ 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。 

(1）有形固定資産 

        同左 

  

  

 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 

    

    

    

    

    

 (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

ます。 

(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 

４ 繰延資産の処理方法 (1）新株発行費 

 商法施行規則に規定する最長期間

（３年間）で均等額以上償却しており

ます。 

(1）新株発行費 

        同左 

 



項目 
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

５ 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 

 (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。 

(2）賞与引当金 

同左 

   

 ―――― 

 (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。 

６ 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 

７ 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 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。  

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。なお、

控除対象外消費税等については、期間費

用として処理しております。  



（表示方法の変更） 

（追加情報） 

第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（貸借対照表） 

１．立替金は総資産額の１/100を超えたため、区分掲記

することとしました。なお、前期は流動資産のその他

に70千円含まれております。 

（貸借対照表） 

１．前受収益は負債資本合計額の１/100を超えたため、

区分掲記することとしました。なお、前期は流動負債

のその他に10,210千円含まれております。 

（損益計算書） 

１．支払手数料は、販売費及び一般管理費の合計額の

５/100を超えたため、区分掲記することとしました。

なお前期は販売費及び一般管理費のその他に2,931千円

含まれております。 

（損益計算書） 

  ―――――― 

  

 ―――――― 

 （キャッシュ・フロー計算書） 

１. 今期より差入保証金、前受収益及び長期前受収益の

金額的重要性が増したため、区分掲記することとしま

した。 

 なお、前期は営業活動によるキャッシュ・フローの

その他に差入保証金△3,516千円、前受収益10,210千

円及び長期前受収益17,548千円がそれぞれ含まれてお

ります。 

  

第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  

 ―――――― 

 バイク会員及び安心入居サポート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は、従来支

出時の費用として処理しておりましたが、当期より会員

の取引が本格化したため、将来の作業出動にかかる外注

費の見込額を会員引当金として計上いたしました。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益

及び経常利益は41,242千円、税引前当期純利益は46,461

千円少なく計上されております。  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第８期 
（平成16年９月30日） 

第９期 
（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 23,105千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 32,760千円

※２．関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲載されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりであります。 

※２．関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲載されたもの以外で各科目に含まれている

ものは次のとおりであります。 

売掛金 38,307千円 売掛金 37,417千円

立替金 49,333千円

買掛金 77,488千円

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 16,000株

発行済株式総数 普通株式 4,500株

授権株式数 普通株式 48,000株

発行済株式総数 普通株式 15,500株

４．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

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。 

４．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

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 1,250,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 1,050,000千円

当座貸越極度額の総額 1,250,000千円

借入実行残高 － 千円

差引額 1,250,000千円



（損益計算書関係） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１．関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

※１．関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

売上高 159,010千円 売上高 539,400千円

※２．       ―――――― ※２．売上原価には関係会社への外注費1,308,633千円が

含まれております。 

※３．固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※３．            

   ―――――― 

車両運搬具 2千円    

※４．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※４．              

  ―――――― 

工具器具及び備品 67千円    

※５．前期損益修正損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※５．           

  ―――――― 

過年度支払手数料 2,602千円

過年度通信費 2,147千円

計 4,749千円

 

第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（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 

※ 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16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 699,047千円

現金及び現金同等物 699,047千円

現金及び預金勘定 1,045,264千円

現金及び現金同等物 1,045,264千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

１．時価評価されていない有価証券 

第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 4,032 2,889 1,142 

工具器具及び
備品 

36,755 11,178 25,576 

ソフトウェア 3,900 2,145 1,755 

合計 44,687 16,213 28,474 

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 3,545 3,249 295

工具器具及び
備品 

32,855 14,492 18,363

ソフトウェア 12,350 6,586 5,763

合計 48,750 24,328 24,421

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 7,820千円

１年超 21,606千円

合計 29,426千円

１年内 8,392千円

１年超 17,191千円

合計 25,584千円

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 

支払リース料 7,514千円

減価償却費相当額 6,153千円

支払利息相当額 944千円

支払リース料 10,279千円

減価償却費相当額 8,464千円

支払利息相当額 1,414千円

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。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

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 

－ 

  

第８期 
（平成16年９月30日） 

第９期 
（平成17年９月30日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券     

 非上場株式 ― 5,900 

 (2) 関連会社株式 25,000 48,500 

合計 25,000 54,400 



（デリバティブ取引関係） 

第８期（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30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。 

第９期（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30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。 

（退職給付関係） 

第８期（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日） 

 当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

第９期（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

（税効果会計関係） 

第８期 
（平成16年９月30日） 

第９期 
（平成17年９月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認 2,799千円

賞与引当金繰入限度超過額 2,021千円

貸倒引当金繰入限度超過額 7,272千円

貸倒損失否認 542千円

繰延税金資産（流動）合計 12,636千円

繰延税金資産（流動）の純額 12,636千円

繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入限度超過額 4,394千円

繰延税金資産（固定）合計 4,394千円

繰延税金資産（固定）の純額 4,394千円

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認 9,218千円

賞与引当金繰入限度超過額 3,609千円

貸倒引当金繰入限度超過額 29,864千円

その他 473千円

繰延税金資産（流動）合計 43,165千円

繰延税金資産（流動）の純額 43,165千円

   

   

   

   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率 41.9

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6

住民税均等割 0.4

留保金課税 4.0

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.6

  （％）

法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割 0.5

留保金課税 5.4

その他 1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.2



（持分法損益等） 

第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

関係会社に対する投資の金額 25,000千円 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     38,036千円 

 関係会社の損益等からみて重要性がないため、持分法を

適用した場合の投資の金額及び投資損益の金額は記載し

ておりません。 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 △11,180千円 

     



【関連当事者との取引】 

第８期（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

 （注１）役員への貸付については、返済を受け当期末の残高はありません。 

 （注２）貸付条件は、無利息無保証であります。 

(2）子会社等 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 防犯ガラスの販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。上記金額のうち、取引金

額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

第９期（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

    該当事項はありません。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

主要株主

（個人）

兼役員 

榊原暢宏 － － 
当社代表

取締役 

（被所有） 

直接 88.9 
－ － 

貸付金の返済 

（注１，２） 
5,029 

役員短期

貸付金 
－ 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

関係会社 

（当該関

係会社の

子会社を

含む） 

セコムウ

ィン株式

会社 

東京都 

中野区 
15,000 

防犯ガラ

スの販売 
33.3 

兼任 

１人 

防犯ガ

ラスの

施工請

負 

防犯ガラスの

交換工事 
159,010 

売掛金 38,307 

未収入金 561 

立替金 8,464 



(2）子会社等 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 防犯ガラスの販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。上記金額のうち、取引

金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

（１株当たり情報） 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の
内容又
は職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

関係会

社（当

該関係

会社の

子会社

を含

む） 

セコムウィン

株式会社 

東京都 

中野区 
15,000 

防犯ガ

ラスの

販売 

33.3 
兼任 

１人 

防犯ガ

ラスの

施工請

負 

防犯ガラス

の交換工事

等 

売上高 

367,434 

外注費  

54 

売掛金 20,162 

未収入金 561 

 立替金 6,274 

株式会社 

水の救急車 

 名古屋市 

 昭和区 
75,000 

水まわり 

事業 
40.0 

兼任 

２人 

 水まわ

り施工請

負 

水まわりの保

守等 

売上高 

4,636 

外注費 

124,636 

 売掛金 480 

 買掛金 15,337 

立替金 42,815 

 BLUE AMBULANCE

株式会社 

 愛知県 

 小牧市 
11,750 

 ガラス 

割替 
20.0 

兼任 

１人 

 ガラス

関連施工

ガラス交換工

事等 

売上高 

167,329 

外注費 

1,183,943 

 売掛金 16,774 

 買掛金 62,151 

 立替金 244 

項目 
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 133,864円 05銭 74,021円 35銭 

１株当たり当期純利益 6,957円 48銭 8,909円 09銭 

   なお、当社は平成16年６月30日付

で普通株式１株につき、普通株式５

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。 

 なお、当社は平成17年４月28日付

で普通株式１株につき、普通株式３

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  １株当たり純資産額 

  18,637円 84銭   44,621円 35銭 

  １株当たり当期純利益  １株当たり当期純利益   

  6,138円 22銭    2,319円 16銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  新株予約権の残高がありますが、

当社株式は非上場であり、期中平均

株価が把握できないため記載してお

りません。 

8,385円 29銭  



 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

項目 
第８期 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円） 27,836 121,742 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 27,836 121,742 

期中平均株式数（株） 4,001 13,665 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －   

 普通株式増加数（株） － 854 

 （うち新株予約権） － (854) 

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 

新株予約権３種 

（新株予約権の数345個） 

 これらの詳細は「第４ 提出会

社の状況 1 株式等の状況 

（２）新株予約権等の状況」の記

載のとおりであります。 

 新株予約権の残高があります

が、当社株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できないため記

載しておりません。 

  

  

―― 



（重要な後発事象） 

第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 当社は、平成17年３月25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17年４月28日最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３株の割合をもって分

割いたします。 

(1) 関連会社設立について 

 当社は平成17年10月12日開催の取締役会において、戸建

住宅屋根の補修や葺き替えニーズに対応する目的で、下

記の通り、株式会社ハウスドクターを新たに設立するこ

とを決議いたしました。 

 新設会社の概要は下記のとおりです。 

(2)株式分割の時期 

(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。 

  

配当起算日 平成17年４月１日

株式分割基準日 平成17年４月28日

効力発生日 平成17年４月28日

前事業年度 

１株当たり純資産額 6,212円61銭

１株当たり当期純利益 2,046円07銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

当事業年度 

１株当たり純資産額 44,621円35銭

１株当たり当期純利益 2,319円16銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記載してお

りません。 

 会社の概要 

 (2) 子会社設立について 

 当社はバイク事業を強化することを目的として、平成

17年11月14日開催の取締役会決議に基づき、

JBR Bike Relations株式会社を設立いたしまた。 

 新設会社の概要は下記のとおりです。 

  会社の概要 

① 商号 株式会社ハウスドクター 

② 本店所在地  東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 

③ 設立時期 平成17年10月25日  

④ 事業内容  住宅屋根のリフォーム事業（屋根の

葺き替え、雨漏り、樋調整等）   

⑤ 資本金 100,000千円 

⑥ 取得する株式 

  の数及び 

  取得価額 

800株、40,000千円 

 

⑦ 株主構成 当社            40% 

株式会社ウエスト 60%  

⑧ 決算期 8月31日 

① 商号 JBR Bike Relations株式会社 

② 本店所在地  名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号 

③ 設立時期 平成17年11月30日 

④ 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 

⑤ 資本金 30,000千円 

⑥ 取得する株式 

  の数及び 

  取得価額 

600株、30,000千円 

 

⑦ 株主構成 当社100% 

⑧ 決算期 7月31日 

 



第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  

 (3）株式分割について 

 当社は、平成17年11月21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17年12月31日最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３株の割合をもっ

て分割いたします。 

 ② 株式分割の時期 

 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。 

  

配当起算日 平成17年10月１日

株式分割基準日 平成17年12月31日

効力発生日 平成17年２月20日

前事業年度 

１株当たり純資産額 22,310円67銭

１株当たり当期純利益 1,159円58銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記載してお

りません。 

  

当事業年度 

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55銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 

4,192円65銭

 



第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  (4)新株予約権の付与について 

  

 当社は商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基

づき、平成17年11月21日開催の当社取締役会において、当

社取締役、従業員及び取引先に対して、ストックオプショ

ンを目的とした新株予約権を付与することを決議いたしま

した。 

 なお、当該決議内容は次のとおりであります。  

  

① 新株予約権の数 600個(上限) 

② 付与対象者の区分及び

人数 
取締役、従業員及び取引先 

③ 新株予約権の目的とな

る株式の種類 

普通株式 

④ 新株予約権の目的とな

る株式の数  

600株(上限) 

 



第８期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

第９期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  

  

⑤ 新株予約権

の行使時の

払込金額 

新株予約権１個当たりの払込金額は、新

株予約権を発行する日の属する月の前月

の各日（取引が成立していない日を除

く）における東京証券取引所における当

社普通株式の取引の終値の平均値（１円

未満の端数は切上げ）とする。 

ただし、当該金額が新株予約権発行日の

前日終値(取引が成立しない場合はその

前日の終値）を下回る場合は、当該終値

とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分

割または株式併合を行う場合、次の算式

により払込金額を調整し、調整による１

円未満の端数は切上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行

または自己株式の処分を行う場合は、次

の算式により払込金額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」

とは当社の発行済普通株式数から当社が

保有する普通株式にかかる自己株式数を

控除した数とし、自己株式の処分を行う

場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に読み替えるものとす

る。 

    １ 

調整後 

払込金額 
＝

調整前 

払込金額 
× 
分割・併合の

比率 

    
既発行 

株式数 ＋ 

新規発行株

式数×１株

当たり払込

金額 

 調整後払

込金額 
＝
調整前 

払込金額 
×

１株当たり

の時価 

既発行株式数 

＋ 新規発行株式数 

⑥ 新株予約権

の行使期間 

平成19年12月29日から平成29年12月28日

まで 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

   

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証券 
その他 

有価証券 
 株式会社全管協サービス 118 5,900 

計 118 5,900 



【有形固定資産等明細表】 

 (注)ソフトウェアの当期増加額の主な内容は次のとおりです。 

ソフトウェア Webサイト「駆けつけ館」32,445千円 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 2,400 － － 2,400 739 430 1,660 

構築物 538 － － 538 147 101 390 

機械及び装置 1,200 － － 1,200 907 633 292 

車両運搬具 8,883 10,186 － 19,069 10,955 2,780 8,114 

工具器具及び備品 35,047 8,079 － 43,126 20,010 5,708 23,116 

 建設仮勘定 － 695 695 － － － － 

有形固定資産計 48,068 18,961 695 66,334 32,760 9,654 33,574 

無形固定資産               

商標権 2,332 114 － 2,447 377 238 2,070 

ソフトウェア 10,138 34,883 － 45,022 8,336 3,729 36,685 

電話加入権 2,359 3,808 － 6,168 － － 6,168 

無形固定資産計 14,830 38,806 － 53,637 8,714 3,967 44,923 

長期前払費用 4,308 － 49 4,258 2,397 843 1,861 

繰延資産               

新株発行費 2,928 3,611 － 6,540 3,156 2,180 3,384 

繰延資産計 2,928 3,611 － 6,540 3,156 2,180 3,384 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 200,000 － 1.38 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 33,600 30,800 1.85 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 60,800 30,000 1.85 平成19年７月31日 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 294,400 60,800 － － 

区分 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

長期借入金 30,000 － － － 



【資本金等明細表】 

 （注）１．平成17年４月28日付にて、株式１株を３株に分割しております。 

２．資本金及び資本準備金の増加は平成17年７月26日及び平成17年８月９日の取締役会決議、有償一般募集増資

（1,800株、１株当たり発行価格170,000円、うち資本組入額85,000円）及び第三者割当増資（200株、１株

当たり発行価格170,000円、うち資本組入額85,000円)によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替による戻し入れによるものであります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 290,000 170,000 － 460,000 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注１，２） （株） (4,500) (11,000) － (15,500) 

普通株式（注２） （千円） 290,000 170,000 － 460,000 

計 （株） (4,500) (11,000)   (15,500) 

計 （千円） 290,000 170,000   460,000 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）           

株式払込剰余金 

（注２） 
（千円） 250,000 253,200 － 503,200 

計 （千円） 250,000 253,200 － 503,200 

利益準備金及

び任意積立金 

－ （千円） － － － － 

計 （千円） － － － － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 46,081 15,642 25,285 2,890 33,547 

賞与引当金 5,000 8,928 5,000 － 8,928 

会員引当金 － 46,461 － － 46,461 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

ｂ 売掛金 

イ 相手先別内訳 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

c 商品 

d 製品 

区分 金額（千円） 

現金 354 

預金   

普通預金 1,044,910 

預金計 1,044,910 

合計 1,045,264 

相手先 金額（千円） 

株式会社ホンダモーターサイクルジャパン 20,294 

セコムウィン株式会社 20,162 

ＢＬＵＥ ＡＭＢＵＬＡＮＣＥ株式会社 16,774 

ＪＢＲ愛知西大野（加盟店） 11,777 

有限会社東北リステム 9,819 

その他 246,886 

計 325,715 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A） (B） (C） (D） 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

275,270 2,434,552 2,384,107 325,715 87.98 45.05 

区分 金額（千円） 

鍵 7,364 

シンプルセキュリティ付属品 22,390 

計 29,755 

区分 金額（千円） 

シンプルセキュリティ本体 72,028 

計 72,028 



e 貯蔵品 

区分 金額（千円） 

収入印紙等 100 

計 100 



② 負債の部 

ａ 買掛金 

ｂ 未払金 

ｃ 未払法人税等 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

ＢＬＵＥ ＡＭＢＵＬＡＮＣＥ株式会社 62,151 

朝日火災海上保険株式会社 24,408 

株式会社水の救急車 15,337 

JBR愛知西（加盟店） 10,721 

株式会社タナット 6,727 

その他 61,037 

計 180,384 

相手先 金額（千円） 

ＮＴＴ東海電話帳株式会社 40,799 

廣告社株式会社 13,152 

東日本電信電話株式会社他 （ＮＴＴ関連） 11,382 

セコムウィン株式会社 6,315 

旭硝子建材販売株式会社 3,269 

その他 31,405 

計 106,324 

区分 金額（千円） 

法人税 85,315 

事業税 22,660 

住民税 18,025 

計 126,000 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）１．当社は端株制度の適用を受けておりますが、現在は端株は生じておりませんので、端株原簿は作成しており

ません。 

２．当社の株券喪失登録の申請に関する手数料は、次のとおりであります。 

喪失申出件数１件につき、8,600円（消費税別） 

喪失登録株券１枚につき、 500円（消費税別） 

３．平成17年12月27日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、公告の方法が次のとおりとなり

ました。 

「当会社の広告は、電子広告の方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事由により電子公告をす

ることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。」 

なお、電子広告は、当社のホームページ(http://www.jbr.co.jp)に掲載しております。  

  

決算期 ９月30日 

定時株主総会 毎年12月 

基準日 ９月30日 

株券の種類 10株券、１株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え   

取扱場所 名古屋市中区栄三丁目15番33号 中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店 

代理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 名古屋市中区栄三丁目15番33号 中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店 

代理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞（注）３. 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成17年７月26日東海財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成17年８月10日及び平成17年８月19日東海財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書

  平成１７年７月２５日

ジャパンベストレスキューシステム株式会社   

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
代表社員
関与社員 

 公認会計士 上田 圭祐  印 

 
代表社員
関与社員 

 公認会計士 中浜 明光  印 

 関与社員  公認会計士 石倉 平五  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジャ

パンベストレスキューシステム株式会社の平成１５年１０月１日から平成１６年９月３０日までの第８期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャパン

ベストレスキューシステム株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

  平成１７年１２月２７日

ジャパンベストレスキューシステム株式会社   

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行 
社員 

 公認会計士 上田 圭祐  印 

 
指定社員
業務執行 
社員 

 公認会計士 中浜 明光  印 

 
指定社員
業務執行 
社員 

 公認会計士 石倉 平五  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジャ

パンベストレスキューシステム株式会社の平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０日までの第９期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャパン

ベストレスキューシステム株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月25日に株式会社ハウスドクターを、又、平成17年11月

30日にJBR Bike Relations株式会社を設立した。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年11月21日開催の取締役会にて、株式分割による新株式の発

行を決議した。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年12月5日開催の取締役会にて、新株予約権の付与を決議し

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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