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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】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 第10期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前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。 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高 （千円） － － 2,399,450 － － 

経常利益 （千円） － － 196,560 － － 

中間純利益 （千円） － － 113,424 － － 

純資産額 （千円） － － 1,235,617 － － 

総資産額 （千円） － － 2,515,449 － － 

１株当たり純資産額 （円） － － 39,438.81 － － 

１株当たり中間純利益 （円） － － 3,655.45 － － 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益 
（円） － － 3,471.78 － － 

自己資本比率 （％） － － 49.1 － － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 101,882 － － 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － △264,274 － － 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 467,348 － － 

現金及び現金同等物の中

間期末残高 
（千円） － － 1,350,220 － － 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者数〕 
(名) 

－ 

〔－〕

－ 

〔－〕

65 

〔12〕

－ 

〔－〕

－ 

〔－〕



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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。 

３ 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。 

４ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の中間期末（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。 

５ 第９期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。  

６ 第10期中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、第10期中間会計期間の持分法を適用した場

合の投資利益、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・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末残高は記載しておりません。 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高 （千円） － 1,728,601 2,398,486 2,687,946 3,629,186 

経常利益 （千円） － 139,790 202,334 80,541 240,272 

中間（当期）純利益 （千円） － 72,382 119,258 27,836 121,742 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － 1,228 － － △11,180 

資本金 （千円） － 290,000 460,412 290,000 460,000 

発行済株式総数 （株） － 4,500 31,330 4,500 15,500 

純資産額 （千円） － 674,770 1,251,914 602,388 1,147,330 

総資産額 （千円） － 1,209,413 2,531,039 1,216,264 1,824,246 

１株当たり純資産額 （円） － 149,949.08 39,958.97 133,864.05 74,021.35 

１株当たり中間（当期）

純利益 
（円） － 16,085.03 3,843.45 6,957.48 8,909.09 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） － － 3,650.34 － 8,385.29 

１株当たり中間（年間）

配当額 
（円） － － － － 1,000 

自己資本比率 （％） － 55.8 49.5 49.5 62.9 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 111,115 － △70,493 245,813 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △28,018 － △29,147 △85,584 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △216,800 － 742,750 185,988 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（千円） － 565,344 － 699,047 1,045,264 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者数〕 
（名） 

－ 

〔－〕

52 

〔25〕

62 

〔12〕

47 

〔28〕

64 

〔38〕



７ 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、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、平成18年２月20日付で株式１株につき２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９期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しており

ません。 

  

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

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 （円） － 24,991.51 39,958.97 22,310.67 37,010.68 

１株当たり中間（当期）

純利益 
（円） － 2,680.84 3,843.45 1,159.58 4,454.55 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） － － 3,650.34 － 4,192.65 

１株当たり中間（年間）

配当額 
（円） － － － － 500 



２【事業の内容】 

 当社グループは、当社、子会社（JBR Bike Relations株式会社）及び関連会社５社（セコムウィン株式会社、株式

会社水の救急車、BLUE AMBULANCE株式会社、株式会社ハウスドクター、ジャパンロックレスキューサービス株式会

社）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。 

 平成18年３月31日現在で、加盟店数は373拠点、協力店は247拠点となっています。 

 当中間連結会計期間における各セグメントに係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、次のとおりで

す。 

〈コールセンター事業〉 

 平成17年10月24日付で株式会社ハウスドクターに、平成17年11月25日付でジャパンロックレスキューサービス株式

会社（旧 有限会社AION)に出資したことにより、当社の関連会社となっております。 

〈会員事業〉 

 平成17年11月24日付で当社100％出資による子会社JBR Bike Relations株式会社を設立しております。 

〈企業提携事業〉 

 主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。 

〈加盟店事業〉 

 主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。 

〈その他の事業〉 

 主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。 



  当社グループの事業系統図は以下のとおりです。 

 凡例：○：関連子会社  △：持分法適用の関連会社  ◇：持分法非適用の関連会社 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、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）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。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の 

所有割合（％） 
関係内容 

（連結子会社）         

役員の兼任があります。 JBR Bike Relations 

株式会社 
名古屋市昭和区 30,000 会員事業 100.0 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外部への出向者を除く）であり、臨時雇用者数は〔〕内に

１人１日８時間換算による当中間連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。臨時雇用者数には

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。 

２ 全社（共通）は管理部門の従業員数であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であり、臨時雇用者数は〔〕内に１人１日８時間換算

による当中間会計期間の平均人員を外書きで記載しております。臨時雇用者数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。 

(3）労働組合の状況 

  労働組合は形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。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

コールセンター事業 14 〔 7〕 

会員事業 9  〔 2〕 

企業提携事業 21  〔 2〕 

加盟店事業 11  〔 -〕 

その他の事業 3  〔 1〕 

全社（共通） 7 〔 -〕 

合計 65  〔12〕 

  平成18年３月31日現在

従業員数（名） 62 〔12〕  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の緩やかな拡大基調から、地域・業種に差があるものの、

雇用・所得環境の改善につながり、家計部門へ波及し、個人消費は緩やかな回復をする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共同出資で設

立した「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順調に推移しております。また、会員事業

に携わる「JBR Bike Relations株式会社」につきまして、平成17年11月24日付で設立したことにより、当社の子会

社となっております。「株式会社水の救急車」につきましては、受注件数が順調に推移しており、当初予想を上回

る売上高となっております。 

 当期の作業件数は、ガラス関連サービス16千件、水まわり関連サービス25千件、カギの交換関連サービス15千件

です。新規入会会員数はバイク会員34千人、生活会員62千人です。当中間連結会計期間末におけるコールセンター

受託先企業数は72社です。 

 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

中間連結会計期間における売上高は2,399百万円、経常利益196百万円、中間純利益113百万円となりました。な

お、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、対前年同期比は記載しておりません。 

 なお、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。 

 〈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13百万円、カギ部門の売上が53百万円、パソコン

サービス部門の売上が16百万円と好調に推移いたしました。この結果、当事業の売上高は140百万円、営業利益

は51百万円となりました。 

 〈会員事業〉 

 会員事業におきましては、バイク会員のうちホンダ会員の売上が104百万円、生活会員のうち新規サービスで

ある安心入居サポートが非常に好調な結果を示し売上308百万円を計上いたしました。この結果、当事業の売上

高は583百万円、営業利益は241百万円となりました。 

 〈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504百万円と堅調な結果を示しました他、

水の救急車事業の売上が554百万円と好調に推移いたしました。この結果、当事業の売上高は1,479百万円、営

業利益99百万円となりました。 

 〈加盟店事業〉 

 加盟店事業におきましては、プロモーション業務による加盟店への売上が60百万円となりましたが、生活救

急車全般のプロモーションに関連する広告宣伝費を当セグメントで負担しているため、当事業の売上高は68百

万円、営業損失は147百万円となりました。 

 〈その他の事業〉 

 その他の事業におきましては、シンプルセキュリティ事業の売上が108百万円となりました他、駅前ビジネス

事業の売上が18百万円となりました。この結果、その他の事業の売上高は127百万円、営業利益は42千円となり

ました。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間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1,350百万円となりまし

た。これは主に税金等調整前中間純利益205百万円の計上、短期借入金等に伴う500百万円の収入によるものです。

 当中間連結会計期間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。 

 なお、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、対前年同期比は記載しておりません。 

 （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、101百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益205百万円の

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、264百万円となりました。これは主に販売用遠隔パソコン操作サービスライ

センス等による無形固定資産の取得による支出123百万円、投資有価証券の取得による支出121百万円によるも

のであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により獲得した資金は467百万円となりました。これは主に短期借入金に伴う500百万円の収入によ

るものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社グループは、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 

 当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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 前年同期については中間連結財務諸表を作成していないため、前年同期比は記載を省略しております。

(3）受注実績 

 該当事項はありません。 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 前年同期については中間連結財務諸表を作成していないため、前年同期比は記載を省略しております。

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

仕入高（千円） 前年同期比（％） 

コールセンター事業 2,352 ― 

会員事業 250,976 ― 

企業提携事業 1,139,612 ― 

加盟店事業 38,838 ― 

その他の事業 95,343 ― 

合計 1,527,123 ― 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

コールセンター事業 140,707 ― 

会員事業 583,879 ― 

企業提携事業 1,479,368 ― 

加盟店事業 68,185 ― 

その他の事業 127,309 ― 

合計 2,399,450 ― 

相手先 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

販売高（千円） 割合（％） 

セコムウィン株式会社 239,828 10.0 



３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



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）「提出日現在発行数」欄には、平成18年６月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

されたものは含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 96,000 

計 96,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月29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 31,330 32,230 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
－ 

計 31,330 32,230 － － 



(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。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 900 ― 

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） 900 ― 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１,２ 2,500 ― 

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      2,500 

資本組入額     1,250 

発行価格       ― 

資本組入額      ― 

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。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 408 408 

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） 408 408 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１,２ 166,667 166,667 

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     166,667 

資本組入額     83,334 

発行価格     166,667 

資本組入額     83,334 

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。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 192 192 

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） 192 192 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１,２ 166,667 166,667 

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     166,667 

資本組入額     83,334 

発行価格     166,667 

資本組入額     83,334 

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 



 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 新株予約権の割当てを受けた者（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るものとします。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、この限りでないものとします。 

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、新株予約権発行の株主総会及び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「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１ 株式分割（１：２）によるものであります。 

 ２ 新株予約権の行使による増加であります。 

 ３ 平成18年４月１日から平成18年６月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が900株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ1,125千円増加しております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 401 401 

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） 401 401 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１,２ 480,000 480,000 

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 

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     480,000 

資本組入額    240,000 

発行価格     480,000 

資本組入額    240,000 

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 

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18年２月20日 

（注）１ 
15,500 31,000 － 460,000 － 503,200 

 平成18年３月16日 

（注）２ 
330 31,330 412 460,412 412 503,612 



(4）【大株主の状況】 

  平成18年３月31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 19,734 62.98 

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 906 2.89 

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 760 2.42 

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 540 1.72 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 361 1.15 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１丁目６番１号 330 1.05 

バークレイズバンクピーエル

シー バークレイズキャピタ

ルセキュリティーズ エスビ

ーエル ピービーアカウント

（常任代理人 スタンダード

チャータード銀行） 

東京都千代田区永田町２丁目11番１号 256 0.81 

ＪＢＲ社員持株会 名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号 230 0.73 

株式会社ＩＮＡＸ 常滑市鯉江本町５丁目１番地 180 0.57 

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 180 0.57 

計 － 23,477 74.93 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） １ 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。 

２ ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年３月31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     31,330 31,330 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 31,330 － － 

総株主の議決権 － 31,330 － 

  平成18年３月31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 － － － － － 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 1,350,000 1,410,000 
1,360,000 

※737,000 
793,000 655,000 526,000 

最低（円） 1,120,000 1,060,000 
1,060,000 

※670,000 
590,000 426,000 455,000 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「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３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

(3）当中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度である

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書については、前中間連結会計期間との対比は行っておりません。 

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、当中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日

まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）及び当中間会計期

間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受

けております。 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、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。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金   1,350,220

２．売掛金   522,825

３．たな卸資産   21,351

４．その他   178,587

貸倒引当金   △30,777

流動資産合計   2,042,207 81.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  45,658

２．無形固定資産   135,788

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券   158,186

(2）その他   139,310

  貸倒引当金   △9,259 288,237

固定資産合計   469,684 18.7

Ⅲ 繰延資産   3,557 0.1

資産合計   2,515,449 100.0

    
 



    
当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金   287,128

２．短期借入金   500,000

３．１年以内返済予定の長期借入金   30,800

４．賞与引当金   9,916

５．会員引当金   63,508

６．その他   327,006

流動負債合計   1,218,360 48.5

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金   13,200

２．その他   48,271

固定負債合計   61,471 2.4

負債合計   1,279,831 50.9

    

（資本の部）   

Ⅰ 資本金   460,412

Ⅱ 資本剰余金   503,612

Ⅲ 利益剰余金   271,592

資本合計   1,235,617 49.1

負債及び資本合計   2,515,449 100.0

    



②【中間連結損益計算書】 

    
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   2,399,450 100.0

Ⅱ 売上原価   1,527,124 63.6

売上総利益   872,325 36.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 676,470 28.2

営業利益   195,855 8.2

Ⅳ 営業外収益   

1.受取利息   42

2.受取賃貸料   428

3.受取手数料   3,933

4.過年度消費税等   780

5.その他   2,014 7,198 0.3

Ⅴ 営業外費用   

1.支払利息   1,291

2.新株発行費償却   1,342

3.持分法による投資損失   3,650

4.その他   209 6,493 0.3

経常利益   196,560 8.2

Ⅵ 特別利益   

1.保険解約益   12,287 12,287 0.5

Ⅶ 特別損失   

1.関係会社株式評価損   3,499 3,499 0.1

税金等調整前中間純利益   205,347 8.6

法人税、住民税及び事業税   101,397

法人税等調整額   △9,474 91,923 3.9

中間純利益   113,424 4.7

    



③【中間連結剰余金計算書】 

    
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   503,200

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １.新株予約権の行使による増加高   412 412

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高   503,612

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   184,130

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．中間純利益   113,424 113,424

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金   15,500

２．新規持分法適用に伴う減少高   10,463 25,963

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高   271,592

    



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

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   205,347

減価償却費   38,221

貸倒引当金の増減額 
 （△：減少） 

  6,489

賞与引当金の増減額 
 （△：減少） 

  988

会員引当金の増減額 
 （△：減少） 

  17,046

受取利息   △42

支払利息   1,291

持分法による投資損失   3,650

関係会社株式評価損   3,499

売上債権の増減額 
 （△：増加） 

  △197,109

たな卸資産の増減額 
 （△：増加） 

  80,531

差入保証金の増減額 
 （△：増加） 

  △14,249

破産更生債権等の増減額 
 （△：増加） 

  △10,930

仕入債務の増減額 
 （△：減少） 

  106,744

未払金の増減額 
 （△：減少） 

  △24,659

前受収益の増減額 
 （△：減少） 

  35,493

長期前受収益の増減額 
 （△：減少） 

  △13,809

その他   △19,057

小計   219,447

利息の受取額   42

利息の支払額   △1,523

法人税等の支払額   △116,083

営業活動によるキャッシュ・フロー   101,882

 



    
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

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   △14,205

無形固定資産の取得による支出   △123,407

投資有価証券の取得による支出   △121,400

貸付による支出   △6,000

貸付金の回収による収入   737

投資活動によるキャッシュ・フロー   △264,274

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） 

  500,000

長期借入金の返済による支出   △16,800

株式の発行による収入   825

配当金の支払額   △15,160

その他   △1,516

財務活動によるキャッシュ・フロー   467,348

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加額   304,955

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,045,264

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,350,220

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 JBR Bike Relations株式会社 

 JBR Bike Relations株式会社については、当中間連結会計期間において新たに

設立したため、連結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事項 (１) 持分法適用の関連会社数  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 

  (２) 持分法を適用していない関連会社（株式会社ハウスドクター、ジャパンロ

ックレスキューサービス株式会社）は、中間純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外しております。 

(３) 持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社につい

ては、各社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

JBR Bike Relations株式会社の中間決算日は１月31日であります。中間連結

財務諸表の作成にあたっては、中間決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、中間連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券 

①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 

①商品 

  先入先出法による原価法によっております。 

②製品 

  総平均法による原価法によっております。 

③貯蔵品 

  先入先出法による原価法によっております。 

（ロ）重要な減価償却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。 

（２）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており、販売用ソフトウェアについては、

販売可能期間（３年）に基づく定額法によっております。 

（３）長期前払費用 

 定額法によっております。 

建物 10年 

構築物 10年 

機械及び装置 10年 

車両運搬具 ２年～５年 

工具器具及び備品 ２年～８年 

  
 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

  （ハ）重要な引当金の計上基準 

 （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。 

 （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中間連結会計

期間負担額に見合う額を計上しております。 

 （３）会員引当金 

 会員からの作業依頼により発生する加盟店等への外注費の支払に備える

ため、過去の発生実績率により見込額を計上しております。 

（ニ）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

（ホ）その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  税抜方式を採用しております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

  



（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 37,738千円 

 ２．当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。 

 当座貸越極度額の総額 1,350,000千円 

 借入実行残高  500,000千円 

 差引額  850,000千円 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 給与手当  159,334千円 

 広告宣伝費  149,974千円 

 通信費  96,851千円 

 支払手数料  80,594千円 

 賞与引当金繰入額 9,916千円 

 貸倒引当金繰入額 6,489千円 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,350,220千円

現金及び現金同等物 1,350,220千円



（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

中間期末 
残高相当額
（千円） 

車両運搬具 3,544 295 3,249

工具器具及び
備品 

32,855 17,286 15,568

ソフトウェア 17,633 8,350 9,283

合計 54,034 25,932 28,102

② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 12,165千円

１年超 17,386千円

計 29,552千円

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 5,198千円

減価償却費相当額 4,853千円

支払利息相当額 669千円

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。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

―――――  

  



（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日至 平成18年３月31日） 

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

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 158,186 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は49,679千円であり、主なものは、

親会社の本社管理部総務グループおよび経理グループ等の管理部門に係わる費用です。 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

本邦以外の国又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。  

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18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。 

  
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 
140,707 583,879 1,479,368 68,185 127,309 2,399,450 ― 2,399,450

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

― ― ― ― ― ― (―) ― 

計 140,707 583,879 1,479,368 68,185 127,309 2,399,450 (―) 2,399,450

営業費用 88,921 342,116 1,380,232 215,376 127,267 2,153,914 49,679 2,203,594

営業利益 

(又は営業損失△) 
51,785 241,762 99,135 △147,190 42 245,535 △49,679 195,855

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、鍵、水まわり、各種クリーニングに関するコールセンター 

会員事業 
ＪＢＲ盗難補償システム、ＪＢＲスクーターレスキューシステム、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、シリンダー等の販売 

その他の事業 シンプルセキュリティ、駅前ビジネス、生活救急車ライフサポートスクール、その他 



（１株当たり情報） 

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

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 39,438円 81銭 

１株当たり中間純利益 3,655円 45銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益  3,471円 78銭 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり中間純利益   

中間純利益（千円） 113,424 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る中間純利益（千円） 113,424 

期中平均株式数（株） 31,029 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益   

普通株式増加数（株） 1,642 

 （うち新株予約権） (1,642) 

  希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

――――― 



（重要な後発事象） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (1) 会社分割によるバイク会員事業部門の分社化について 

  当社は平成18年２月３日開催の取締役会において、分社型新設分割により、当社のバイク会員事業部門を、新た

に設立するJBR Motorcycle株式会社に継承することを決議し、平成18年４月１日付で会社分割を実施いたしまし

た。 

〈分割の目的〉 

  バイク市場において会員の拡大を図るとともに、より専門的かつ効率的な経営体制を構築し、事業の成長を加

速し、今まで以上に安定的な運営を行っていくため、バイク事業部門を分社化することといたしました。 

〈新設会社の概要（平成18年５月31日現在）〉 

〈分割事業部門の内容〉 

  会員制ロードサービス事業「バイクロードサービス」「盗難補償システム」「スクーターレスキューシステ

ム」などバイク関連の各種会員事業を中心として事業展開しております。 

〈分割事業部門の平成17年９月期における経営成績〉 

 (2) 株式取得による関連会社化 

  当社は、平成18年２月13日開催の取締役会決議にもとづき、株式会社バイクブロスと協力し相互の経営資源を有

効に活用するため、平成18年４月18日付で以下のとおり同社の株式を取得し関連会社としました。 

 〈対象会社の概要（平成18年５月31日現在）〉 

〈株式取得の内容〉 

  

① 商号 JBR Motorcycle株式会社 

② 代表者 代表取締役 平井 伸吾 

③ 所在地 名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号 

④ 設立期日 平成18年４月１日 

⑤ 資本金 98,000,000円 

⑥ 従業員数 ５名 

⑦ 大株主及び持株比率 当社                 60％ 

株式会社バイクブロス 40％ 

⑧ 事業内容 バイク関連各種会員事業等 

分割事業部門売上高(a)   508百万円 

当社平成17年９月期実績売上高(b) 3,629百万円 

比率(a/b) 14.0％ 

① 商号 株式会社バイクブロス 

② 代表者 代表取締役社長 蛯原 健 

③ 所在地 東京都千代田区西神田二丁目５番８号 

④ 設立期日 平成11年12月20日 

⑤ 資本金 386,000,000円 

⑥ 従業員数 63名 

⑦ 大株主及び持株比率 

  

 株式会社アイシーピー 

 当社 

35.7％ 

35.7％ 

⑧ 主な事業の内容 バイク・パーツ情報誌発行、Webサイト、モバイルサイトの運営 

① 株式取得方法 第三者割当増資の引受け 

② 取得株式数 2,660株 

③ 取得価額 １株につき120,000円 

④ 出資総額 319,200,000円 

⑤ 払込期日 平成18年４月18日 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   565,344   1,328,144 1,045,264   

２．受取手形   136   - -   

３．売掛金   367,723   522,825 325,715   

４．たな卸資産   92,953   21,351 101,883   

５．その他   99,692   173,106 145,587   

貸倒引当金   △29,178   △30,777 △33,547   

流動資産合計     1,096,672 90.7 2,014,650 79.6   1,584,904 86.9

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 27,482   45,658 33,574   

２．無形固定資産   21,477   134,821 44,923   

３．投資その他の資産           

（１）投資その他の  
   資産 

  62,316   341,610 157,460   

貸倒引当金   －   △9,259 －   

固定資産合計     111,276 9.2 512,830 20.3   235,958 12.9

Ⅲ 繰延資産     1,464 0.1 3,557 0.1   3,384 0.2

資産合計     1,209,413 100.0 2,531,039 100.0   1,824,246 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   196,042   286,804 180,384   

２．短期借入金   －   500,000 -   

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

  33,600   30,800 30,800   

４．未払金   94,606   84,911 106,324   

５．未払法人税等   71,913   109,250 126,000   

６．賞与引当金   5,403   9,916 8,928   

７．会員引当金   26,405   63,508 46,461   

８．その他 ※３ 49,013   132,462 85,937   

流動負債合計     476,984 39.4 1,217,653 48.1   584,835 32.1

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   44,000   13,200 30,000   

２．その他   13,657   48,271 62,080   

固定負債合計     57,657 4.8 61,471 2.4   92,080 5.0

負債合計     534,642 44.2 1,279,124 50.5   676,915 37.1

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     290,000 24.0 460,412 18.2   460,000 25.2

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   250,000   503,612 503,200   

資本剰余金合計     250,000 20.7 503,612 19.9   503,200 27.6

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間（当期）未処
分利益 

  134,770   287,889 184,130   

利益剰余金合計     134,770 11.1 287,889 11.4   184,130 10.1

資本合計     674,770 55.8 1,251,914 49.5   1,147,330 62.9

負債資本合計     1,209,413 100.0 2,531,039 100.0   1,824,246 100.0

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,728,601 100.0 2,398,486 100.0   3,629,186 100.0

Ⅱ 売上原価     1,012,784 58.6 1,526,418 63.6   2,170,476 59.8

売上総利益     715,817 41.4 872,067 36.4   1,458,709 40.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    586,084 33.9 674,077 28.1   1,197,008 33.0

営業利益     129,732 7.5 197,990 8.3   261,701 7.2

Ⅳ 営業外収益 ※１   11,603 0.7 7,186 0.3   15,516 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   1,545 0.1 2,842 0.2   36,945 1.0

経常利益     139,790 8.1 202,334 8.4   240,272 6.6

Ⅵ 特別利益 ※３   100 0.0 12,287 0.5   100 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   5,218 0.3 3,499 0.1   5,218 0.1

税引前中間（当期）
純利益 

    134,672 7.8 211,121 8.8   235,153 6.5

法人税、住民税及び
事業税 

  72,036   101,337 139,545   

法人税等調整額   △9,746 62,289 3.6 △9,474 91,863 3.8 △26,134 113,411 3.1

中間（当期）純利益     72,382 4.2 119,258 5.0   121,742 3.4

前期繰越利益     62,388 168,630   62,388 

中間（当期）未処分
利益 

    134,770 287,889   184,130 

            



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間の「中間キャッシュ・フロー計算書」を作

成しておりません。なお、当中間連結会計期間における「中間連結キャッシュ・フロー計算書」につきましては、中間連

結財務諸表に記載しております。 

  

   
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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  

税引前中間（当期）純利益 134,672 235,153

減価償却費 4,706 13,622

貸倒引当金の増減額（△：減少） △16,902 △12,534

賞与引当金の増減額（△：減少） 403 3,928

会員引当金の増減額（△：減少） 26,405 46,461

受取利息及び受取配当金 △1 △2

支払利息 807 1,462

売上債権の増減額（△：増加） △92,140 △50,883

たな卸資産の増減額（△：増加） △3,525 △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） 61,060 45,402

未払金の増減額（△：減少） 18,995 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 △20,322 △33,291

小計 135,898 284,642

利息及び配当金の受取額 1 2

利息の支払額 △780 △1,404

法人税等の支払額 △24,004 △37,426

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,115 245,813

 



   
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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 △6,095 △17,377

無形固定資産の取得による支出 △12,523 △38,806

関係会社株式の取得による支出 △3,500 △23,500

投資有価証券の取得による支出 △5,900 △5,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,018 △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

長期借入金の返済による支出 △16,800 △33,600

株式の発行による収入  － 419,588

財務活動によるキャッシュ・フロー △216,800 185,988

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） △133,702 346,217

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 699,047 699,047

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 565,344 1,045,264

   



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

  

(1）有価証券 

① 

―――――― 

  

② 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。 

③ 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 

① 商品 

 先入先出法による原価法に

よっております。 

② 製品 

 総平均法による原価法によ

っております。 

③ 原材料 

 先入先出法による原価法に

よっております。 

④ 貯蔵品 

  先入先出法による原価法に

よっております。 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

 移動平均法による原価法に

よっております。 

 ② 関連会社株式 

     同左 

  

③ その他有価証券 

時価のないもの 

 同左 

  

(2）たな卸資産 

① 商品 

 同左 

  

② 製品 

 同左 

  

③  

――――――  

  

④ 貯蔵品 

同左 

  

(1）有価証券 

①  

―――――― 

  

② 関連会社株式 

同左 

  

③ その他有価証券 

時価のないもの 

 同左 

  

(2）たな卸資産 

① 商品 

 同左 

  

② 製品 

 同左 

  

③  

―――――― 

  

④ 貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

  

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお取得価額が10万円以上20

万円未満の資産につきまして

は、３年均等償却しておりま

す。 

 主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物      10年 

構築物     10年 

機械及び装置  10年 

車両運搬具   ２年～５年 

工具器具及び備品 

２年～８年 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (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。 

  

  

  

(3）長期前払費用 

 定額法によっております。 

(2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法によっており、販売用ソフ

トウェアについては、販売可能

期間（３年）に基づく定額法に

よっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

(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。 

  

  

  

(3）長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1）貸倒引当金 

 同左 

  

  

  

  

  

(1）貸倒引当金 

 同左 

  

  

  

  

  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  

  

(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中

間会計期間に見合う額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

 同左 

  

  

  

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき当期

負担額に見合う額を計上してお

ります。 

  

  

(3）会員引当金 

 会員からの作業依頼により発

生する加盟店等への外注費の支

払に備えるため、過去の発生実

績率により見込額を計上してお

ります。 

(3）会員引当金 

 同左 

(3）会員引当金 

 同左  

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 同左  同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

――――――  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。 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 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。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

追加情報 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 ――――――  （固定資産の減損に係る会計基準） ――――――  

    当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

  

      

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（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、当上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

21,186千円、税引前当期純利益は26,405千円

少なく計上されております。  

――――――  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。 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

26,681千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

37,738千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

32,760千円 

 ２ 当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行５行と当座貸越契約を

締結しております。 

 当中間会計期間末における当座貸越契

約に係る借入金未実行残高は次のとおり

であります。 

 ２ 当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。 

 当中間会計期間末における当座貸越契

約に係る借入金未実行残高は次のとおり

であります。 

 ２ 当座貸越契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行５行と当座貸越契約を

締結しております。 

 当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 - 千円

差引額 1,250,000千円

当座貸越極度額の総額 1,350,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 850,000千円

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

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

  

※３ 消費税等の取扱い 

 同左 

  

  

  

※３  

―――――― 

  



（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間に係る中間キャッシュ・ 

フロー計算書は作成しておりません。なお、当中間連結会計期間における中間連結キャッシュ・フロー計算書につきまし

ては、中間連結財務諸表に記載しております。 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1千円

受取手数料 385千円

受取賃貸料 1,931千円

受取キャンセル料 7,041千円

   

受取利息 42千円

受取手数料 3,933千円

受取賃貸料 428千円

過年度消費税等 780千円

   

受取利息 2千円

受取手数料 753千円

受取賃貸料 2,649千円

受取キャンセル料 7,041千円

保険解約差益 2,616千円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 807千円

新株発行費償却 488千円

   

支払利息 1,291千円

新株発行費償却 1,342千円

   

支払利息 1,462千円

新株発行費償却 2,180千円

株式公開費用 32,018千円

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 

─────  保険解約益 12,287千円 ─────  

※４ 特別損失の主要項目 

───── 

※４ 特別損失の主要項目 

関係会社株式評価損 3,499千円

※４ 特別損失の主要項目 

過年度会員引当金繰入額 5,218千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,576千円

無形固定資産 1,129千円

有形固定資産 4,977千円

無形固定資産 33,209千円

有形固定資産 9,654千円

無形固定資産 3,967千円

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（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中間期末残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 565,344千円

現金及び現金同等物 565,344千円

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） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（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）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

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中間期末残高相当

額 

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 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具 4,032 3,292 739 

工具器具及び
備品 

36,755 14,363 22,392 

ソフトウェア 8,450 2,686 5,763 

合計 49,237 20,342 28,894 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

車両運搬具 3,544 295 3,249

工具器具及び
備品 

32,855 17,286 15,568

ソフトウェア 17,633 8,350 9,283

合計 54,034 25,932 28,102

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）未経過リース料中間期末残高相当額 （２）未経過リース料中間期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 8,702千円

１年超 21,250千円

計 29,953千円

１年内 12,165千円

１年超 17,386千円

計 29,552千円

１年内 8,392千円

１年超 17,191千円

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 

（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 4,584千円

減価償却費相当額 3,927千円

支払利息相当額 669千円

支払リース料 5,198千円

減価償却費相当額 4,853千円

支払利息相当額 669千円

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 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（５）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

（５）利息相当額の算定方法 

同左 

（５）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

――――― 

２．オペレーティング・リース取引 

――――― 

２．オペレーティング・リース取引 

―――――  



（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券 

当中間会計期間末（平成18年３月31日現在） 

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間末における有価証

券（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く）に関する注記については中間連結財務諸表の注記

として記載しております。 

 なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（デリバティブ取引関係） 

 前中間会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

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

  

 前事業年度（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。 

  

 当中間会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間におけるデリバティ

ブ取引に関する注記については中間連結財務諸表の注記として記載しております。 

  

（持分法損益等） 

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成することとなりましたので、当中間会計期間における持分法損益等

に関する注記を行っておりません。 

種類 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

(1）その他有価証券     

非上場株式 5,900千円 5,900千円 

(2）関連会社株式 28,500千円  48,500千円  

合  計 34,400千円 54,400千円 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（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 28,500千円 48,500千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 30,446千円 38,036千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,228千円 △11,180千円 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（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 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（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 149,949円08銭 39,958円 97銭 74,021円 35銭 

１株当たり中間（当期）純

利益 
16,085円03銭 3,843円 45銭 

8,909円 09銭 

     当社は、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、平成18年２月20日付

で株式１株につき２株の株式分割

を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前中間

会計期間及び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。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

24,991円51銭 37,010円68銭 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり当期
純利益 

2,680円84銭 4,454円55銭 

 潜在株式調整
後１株当たり中
間純利益 
  
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。 

 潜在株式調整
後１株当たり当
期純利益 
  
4,192円 65銭   

 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 

   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

中間（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。 

3,650円 34銭   8,385円 29銭   

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり中間（当期）純利

益 
      

中間（当期）純利益（千円） 72,382 119,258 121,742 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）

純利益（千円） 
72,382 119,258 121,742 

期中平均株式数（株） 4,500 31,029 13,665 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
      

 中間（当期）純利益調整額

（千円） 
－ － － 

普通株式増加数（株） 

（うち新株予約権） 
―――――― 

1,642 

（1,642) 

854 

（854) 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

め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） 
 ――――――  ――――――  



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（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。 

(2）株式分割の時期 

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 

(3）１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報について

は、下記のとおりであります。 

当中間会計期間 

１株当たり純資産額 49,983円03銭 

１株当たり中間純利益 5,361円68銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

 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。 

前事業年度 

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。 

 (1) 会社分割によるバイク会員事業部門の分

社化について 

 当社は平成18年２月３日開催の取締役会

において、分社型新設分割により、当社の

バイク会員事業部門を、新たに設立する

JBR Motorcycle株式会社に継承することを

決議し、平成18年４月１日付で会社分割を

実施いたしました。 

（分割の目的） 

 バイク市場において会員の拡大を図ると

ともに、より専門的かつ効率的な経営体制

を構築し、事業の成長を加速し、今まで以

上に安定的な運営を行っていくため、バイ

ク事業部門を分社化することといたしまし

た。 

（新設会社の概要） 

（分割事業部門の内容） 

 会員制ロードサービス事業「バイクロー

ドサービス」「盗難補償システム」「スク

ーターレスキューシステム」などバイク関

連の各種会員事業を中心として事業展開し

ております。 

〈分割事業部門の平成17年９月期における 

 経営成績〉 

① 商号 JBR Motorcycle株式会社 

② 代表者 代表取締役 平井 伸吾 

③ 所在地 名古屋市昭和区鶴舞二丁

目17番17号 

④ 設立時期 平成18年４月１日 

⑤ 資本金 98,000,000円 

⑥ 従業員数 ５名 

⑦ 大株主及

び持株比率

当社 60% 

株式会社バイクブロス 40%

⑧ 事業内容 バイク関連各種会員事業

等 

分割事業部門売上高(a) 508百万円

当社平成17年９月期実績 

売上高(b) 
3,629百万円

比率(a/b) 14.0％

 (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。 

  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 

 



前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

  (2) 株式取得による関連会社化 

 当社は、平成18年２月13日開催の取締役会

決議にもとづき、株式会社バイクブロスと協

力し相互の経営資源を有効に活用するため、

平成18年4月18日付で同社の株式を取得し関

連会社としました。 

〈対象会社の概要（平成18年5月31日現在）〉

〈株式取得の内容〉 

  

① 商号 株式会社バイクブロス 

② 代表者 代表取締役社長 蛯原 健 

③ 所在地 東京都千代田区西神田二

丁目５番８号 

④ 設立期日 平成11年12月20日 

⑤ 資本金 386,160,000円 

⑥ 従業員数 63名 

⑦ 大株主及び

持株比率 

当社 

株式会社 

アイシーピー 

 35.7％

 

35.7％

⑧ 主な事業の

内容 

バイク・パーツ情報誌発

行、Webサイト、モバイル

サイトの運営 

① 株式取得方法 第三者割当増資の引受け 

② 取得株式数 2,660株 

③ 取得価額 １株につき120,000円 

④ 出資総額 319,200,000円 

⑤ 払込期日 平成18年４月18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２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。 

  

  

 (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12月５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。  

  

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18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 

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) 

 



前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（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 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期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）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第９期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月27日東海財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年２月10日東海財務局長に提出 

事業年度（第９期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

(3）臨時報告書 

平成18年２月10日東海財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条２項第７号の規定（会社分割）に基づく臨時報告書であります。 

(4）有価証券届出書（新株予約権の発行）及びその添付書類 

平成18年２月20日東海財務局長に提出 

(5）有価証券届出書の訂正届出書 

平成18年２月22日東海財務局長に提出 

平成18年２月20日提出の有価証券届出書（新株予約権の発行）に係る訂正届出書であります。 



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。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年６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 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17年10月１日から平成18年９月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務

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中間連結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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

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及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を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18年4月1日付で会社分割を実施した。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年4月18日付で株式会社バイクブロスの株式を取得し、同社

を関連会社とした。  

 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、中間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（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 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  

 
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期事業年度の中間会計期間

（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び

中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

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３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

 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、中間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（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年６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 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17年10月１日から平成18年９月30日までの第10期事業年度の中間会計期間

（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書に

ついて中間監査を行った。この中間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中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ジャパンベストレスキューシステム株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を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18年4月1日付で会社分割を実施した。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年4月18日付で株式会社バイクブロスの株式を取得し、同社

を関連会社とした。 

 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、中間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（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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