
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年８月14日

【四半期会計期間】 第17期第３四半期（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

【会社名】 ジャパンベストレスキューシステム株式会社

【英訳名】 Japan Best Rescue System Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　　榊原　暢宏

【本店の所在の場所】 名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号

【電話番号】 052（883）0791（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長　　鈴木　良夫

【最寄りの連絡場所】 名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号

【電話番号】 052（883）0850

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長　　鈴木　良夫

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

EDINET提出書類

ジャパンベストレスキューシステム株式会社(E05509)

四半期報告書

 1/18



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】

回次
第16期
第３四半期
連結累計期間

第17期
第３四半期
連結累計期間

第16期

会計期間
自 平成23年10月１日
至 平成24年６月30日

自 平成24年10月１日
至 平成25年６月30日

自 平成23年10月１日
至 平成24年９月30日

売上高 （千円） 5,541,233 7,728,281 7,438,197

経常利益 （千円） 481,029 684,259 544,984

四半期（当期）純利益 （千円） 244,770 394,588 259,352

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 255,631 442,421 275,494

純資産額 （千円） 2,926,340 2,798,802 2,860,075

総資産額 （千円） 9,580,682 11,218,229 9,640,048

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 3,829.92 6,599.35 4,069.87

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － 6,591.08 －

自己資本比率 （％） 29.2 23.0 28.3

　

回次
第16期
第３四半期
連結会計期間

第17期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 846.01 1,602.75

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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　第16期第３四半期連結累計期間及び第16期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

平成25年２月に、当社グループは、東日本大震災の復興促進の一助となるべく、株式会社バイノスを子会社化し、環

境メンテナンス事業を開始いたしました。株式会社バイノスは、筑波大学発のバイオベンチャー企業で、主に同社が発

見した新種の微細藻類「バイノス」を使用した排水・廃液及び廃棄物処理、除染作業等の事業を展開しております。

（主要な関係会社の異動）

主要な関係会社については、平成25年２月に、株式会社バイノスの株式を追加取得し連結子会社としたため、同社を

第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクは次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

公共事業の変動リスク

当社グループが展開し、主として放射性物質の除染作業を行う環境メンテナンス事業については、現時点におい

て、東日本大震災における復興支援を対象としており、福島県の地方自治体等の復興計画に依存しております。

今後、係る公共事業の動向如何によっては、当社グループ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。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の小康状態に伴う輸出や生産の持ち直しに加

え、円安、株価上昇等によって、緩やかな回復基調を維持しました。雇用と賃金の先行きの不安や、円安による原材料

高騰等の影響が有るものの、個人の消費マインドは底堅く、企業の業況も緩やかに改善しております。

このような状況の下、当社グループは「困っている人を助ける」という経営理念に基づき、既存事業の強化と新

たな成長基盤の確立に取り組んでまいりました。更なるお困りごとの対応範囲を拡大するため、子会社の株式会社

バイノスを通じて環境メンテナンス事業を展開し、主として福島県の地方自治体等の復興計画に基づいた放射性物

質の除染事業に当たっております。

当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績が、売上高は7,728,281千円（前年同期比39.5％増）、営

業利益は699,163千円（前年同期比35.0％増）、経常利益は684,259千円（前年同期比42.2％増）となり、四半期純

利益は394,588千円（前年同期比61.2％増）となりました。

なお、当第３四半期連結累計期間における作業件数はガラス関連サービス16千件、水まわり関連サービス30千件、

カギの交換関連サービス44千件及びパソコン関連サービス15千件です。また、生活会員（ライフデポ会員を除く）

の当期入会会員は323千人（継続入会を含む）となりました。

各セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　コールセンター事業

コールセンター事業におきましては、カギ、パソコン等はほぼ前年同期並みの業績となりましたが、競合の攻勢

等によって受付件数が全般的に低迷したため、コールセンター事業全体の売上高は前年同期を下回りました。

当第３四半期連結累計期間におけるコールセンター事業は、カギ部門の売上高が310,763千円（前年同期比4.1

％減）となり、パソコン部門の売上高が61,730千円（前年同期比3.7％減）となっております。

この結果、コールセンター事業全体の売上高は、459,075千円（前年同期比5.6％減）となり、売上高の減少によ

り、営業利益は99,206千円（前年同期比17.8％減）となりました。

②　会員事業

会員事業におきましては、提携企業の賃貸住宅入居者向け「安心入居サポート」会員、家電・住宅設備機器の

メーカー保証期間終了後をサポートする「あんしん修理サポート」会員及び全国大学生活協同組合連合会の

「学生生活110番」会員の販売が拡大し、いずれも入会会員を順調に伸張しております。

当第３四半期連結累計期間における会員事業は、「安心入居サポート」会員の売上高が1,735,464千円（前年

同期比56.4％増）、「あんしん修理サポート」会員の売上高が66,211千円（前年同期比98.8％増）、「学生生活

110番」会員の売上高が137,795千円（前年同期比34.3％増）、「ライフサポートパック」会員等の売上高が

371,178千円（前年同期比7.5％減）となりました。

この結果、会員事業全体の売上高は、2,397,500千円（前年同期比38.5％増）となり、主に「安心入居サポー

ト」会員の売上高の増加が貢献したことにより、営業利益は648,215千円（前年同期比29.9％増）となりました。
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③　企業提携事業

水の救急車事業におきましては、ほぼ前年同期並みの業績となっております。

旭硝子ガラスの救急車事業におきましては、ガラスの緊急割れ換え及び窓や玄関ドア等のリフォームの伸び悩

みにより、前年同期の売上高を下回りました。

コールセンター受託事業では、顧客企業のコールセンターと作業出動をワンストップで提供しております。当

第３四半期連結累計期間における現場出動作業は堅調に推移するとともに、コールセンター受託企業数も引き続

き順調に増加し200社（前年同期受託企業数177社）となっております。

当第３四半期連結累計期間における企業提携事業は、水の救急車事業の売上高が1,243,411千円（前年同期比

2.1％減）、旭硝子ガラスの救急車事業の売上高が505,974千円（前年同期比12.0％減）、セコムウィン事業の売

上高が58,292千円（前年同期比7.6％減）、コールセンター受託事業の売上高が465,194千円（前年同期比3.2％

増）となりました。

この結果、企業提携事業全体の売上高は、2,272,872千円（前年同期比3.6％減）となり、営業利益は172,619千

円（前年同期比23.8％増）となりました。

④　加盟店事業

加盟店事業におきましては、プロモーション業務等による加盟店への売上高が130,996千円（前年同期比4.1％

増）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、営業損失は205,549千円（前年同期は営業損失217,624千円）となりました。

なお、加盟店数は464拠点、協力店数は1,060拠点となっております。

⑤　少額短期保険事業

少額短期保険事業におきましては、賃貸住宅の家財を補償する「新すまいRoom保険」が順調に伸びていること

により、売上高は1,285,278千円（前年同期比50.5％増）となりましたが、保険業法第113条繰延資産への費用繰

り延べ終了の影響により、営業利益は120,362千円（前年同期比21.1％減）となりました。

⑥　自動車賃貸事業

自動車賃貸事業におきましては、一般顧客向け高級車等の賃貸は伸び悩みましたが、株式会社バイノスが実施

する除染事業の拡大に伴う作業用車両の増加により、売上高は207,134千円（前年同期比20.4％増）となり、営業

利益は31,915千円（前年同期比136.2％増）となりました。

⑦　環境メンテナンス事業

新たに開始いたしました環境メンテナンス事業におきましては、連結子会社株式会社バイノスがセシウム、ス

トロンチウム等の放射性物質を効率的に取り込む新種の微細藻類「バイノス」の特性を活かした排水・廃液及

び廃棄物処理、除染作業等の事業を展開しております。この環境メンテナンス事業が順調な滑り出しを見せたこ

とで、売上高は982,114千円となりましたが、作業用重機及び賃借車両に関する初期費用やのれんの償却26,336千

円が発生したため、営業利益は27,858千円となりました。

⑧　その他の事業

その他の事業におきましては、医療機器事業が順調に推移したことで、売上高は316,101千円（前年同期は

1,366千円）となりましたが、先行して投じた広告宣伝費等の増加により、営業損失は13,232千円（前年同期は営

業損失210千円）となりました。

(2) 財政状態の分析

（流動資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,033,671千円増加し、

8,858,267千円となりました。これらは主に、現金及び預金が211,860千円減少したものの、受取手形及び売掛金が

1,274,048千円増加したことによるものです。

（固定資産）

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比べ606,512千円増加し、

2,228,268千円となりました。これらは主に、株式会社バイノスを子会社化したこと等により、のれんが283,661千

円、投資その他の資産(その他）が384,899千円増加したことによるものです。
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（繰延資産）

当第３四半期連結会計期間末における繰延資産の残高は、前連結会計年度末と比べ62,003千円減少し、131,693千

円となりました。これは主に、少額短期保険事業に係る保険業法第113条繰延資産が61,915千円減少したことによる

ものです。

（流動負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ850,645千円増加し、

5,069,761千円となりました。これは主に、短期借入金が320,000千円、買掛金が285,086千円、流動負債（その他）が

266,887千円増加したことによるものです。

（固定負債）

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ788,808千円増加し、

3,349,665千円となりました。これは主に、長期借入金が580,136千円、固定負債（その他）が208,672千円増加した

ことによるものです。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ61,272千円減少し、2,798,802千

円となりました。これは主に、利益剰余金が302,739千円、少数株主持分が87,122千円増加したものの、自己株式が

482,758千円増加したことによるものです。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが新たに対処すべき課題は以下のとおりであります。

環境メンテナンス事業従事者の増強

環境メンテナンス事業の基軸となる除染事業の拡大に伴い、現場作業に従事する人員やその管理者等の継続的

な確保や、一定の作業品質を保つための適切な教育の実施が不可欠であります。今後も幅広い人材採用を行い、更

なる人材の獲得と育成に積極的に取り組んでまいります。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 192,000

計 192,000

②　【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 68,858 68,882

東京証券取引所

名古屋証券取引所

（各市場第一部）

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 68,858 68,882 － －

(注）「提出日現在発行数」欄には、平成25年８月１日からこの四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。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 68,858 － 756,860 － 800,060

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

EDINET提出書類

ジャパンベストレスキューシステム株式会社(E05509)

四半期報告書

 6/18



（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①　【発行済株式】

 平成25年６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）

（自己保有株式）
普通株式　　 10,959
（相互保有株式）
普通株式　 　 　566

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 　57,333 57,333 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数   　　　　　 68,858 － －

総株主の議決権 － 57,333 －

②　【自己株式等】

 平成25年６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
（％）

ジャパンベストレスキュー

システム株式会社

名古屋市昭和区鶴舞二丁

目17番17号
10,959 － 10,959 15.91

（相互保有株式）

ジャパンロックレスキュー

サービス株式会社

大阪府吹田市南金田二丁

目３番26号
239 3 242 0.35

（相互保有株式）

株式会社BAC

愛知県一宮市千秋町町屋

字宮浦６番地
327 79 406 0.58

計 － 11,525 82 11,607 16.85

（注）１．上記他人名義所有株式のうち、当社の取引先会社で構成される持株会（JBR取引先持株会　名古屋市昭和区鶴

舞二丁目17番17号）に加入しており、同持株会名義で所有する株式数は、次のとおりであります。

ジャパンロックレスキューサービス株式会社 3株

株式会社BAC 79株

２．当第３四半期会計期間末日現在、当社が保有する自己株式数は11,459株です。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府

令第64号）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,376,343 6,164,482

受取手形及び売掛金 557,399 1,831,447

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 77,811 32,679

仕掛品 － 9,584

その他 779,881 726,124

貸倒引当金 △66,838 △6,051

流動資産合計 7,824,596 8,858,267

固定資産

有形固定資産 177,545 279,579

無形固定資産

のれん 23,851 307,513

その他 180,125 155,670

無形固定資産合計 203,976 463,184

投資その他の資産

投資有価証券 686,320 628,125

その他 595,200 980,099

貸倒引当金 △41,288 △122,720

投資その他の資産合計 1,240,233 1,485,505

固定資産合計 1,621,755 2,228,268

繰延資産 193,696 131,693

資産合計 9,640,048 11,218,229

負債の部

流動負債

買掛金 371,789 656,875

短期借入金 900,000 1,220,000

1年内返済予定の長期借入金 1,826,259 1,768,009

未払法人税等 162,504 120,533

賞与引当金 14,572 4,329

会員引当金 132,492 187,042

支払備金 10,514 15,452

責任準備金 199,201 228,849

その他 601,781 868,668

流動負債合計 4,219,115 5,069,761

固定負債

長期借入金 1,764,563 2,344,699

その他 796,294 1,004,966

固定負債合計 2,560,857 3,349,665

負債合計 6,779,973 8,419,426
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 756,860 756,860

資本剰余金 824,405 829,068

利益剰余金 1,612,159 1,914,898

自己株式 △474,230 △956,988

株主資本合計 2,719,194 2,543,839

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,570 35,529

その他の包括利益累計額合計 8,570 35,529

少数株主持分 132,310 219,432

純資産合計 2,860,075 2,798,802

負債純資産合計 9,640,048 11,218,229
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 5,541,233 7,728,281

売上原価 3,045,179 4,530,080

売上総利益 2,496,053 3,198,200

販売費及び一般管理費 1,978,161 2,499,036

営業利益 517,892 699,163

営業外収益

受取利息 2,429 21,985

受取配当金 1,266 1,190

補助金収入 510 32,822

違約金収入 75,087 －

持分法による投資利益 4,426 2,463

その他 24,298 11,162

営業外収益合計 108,020 69,624

営業外費用

支払利息 20,901 20,985

貸倒引当金繰入額 61,921 －

保険業法第113条繰延資産償却費 60,950 61,915

その他 1,108 1,627

営業外費用合計 144,883 84,528

経常利益 481,029 684,259

特別利益

固定資産売却益 7,579 －

投資有価証券売却益 10,612 63,410

特別利益合計 18,192 63,410

特別損失

投資有価証券評価損 － 122,782

特別損失合計 － 122,782

税金等調整前四半期純利益 499,222 624,887

法人税等 255,344 209,426

少数株主損益調整前四半期純利益 243,878 415,461

少数株主利益又は少数株主損失（△） △891 20,873

四半期純利益 244,770 394,588
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 243,878 415,461

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,815 26,867

持分法適用会社に対する持分相当額 △62 91

その他の包括利益合計 11,753 26,959

四半期包括利益 255,631 442,421

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 256,523 421,547

少数株主に係る四半期包括利益 △891 20,873
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日）

（1）連結の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間より、株式会社バイノスを株式の取得により子会社化したことに伴い、連結の範囲に含め

ております。

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

当第３四半期連結会計期間より、ソーシャルロックサービス株式会社を株式の取得に伴い、持分法適用の範囲に含

めております。

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費

のれんの償却額

139,595千円

2,885

108,923千円

32,380

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月22日

定時株主総会
普通株式 65,8991,000平成23年９月30日平成23年12月26日利益剰余金

平成24年５月15日

取締役会
普通株式 31,949 500平成24年３月31日平成24年６月18日利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年12月21日

定時株主総会
普通株式 62,8991,000平成24年９月30日平成24年12月25日利益剰余金

平成25年５月14日

取締役会
普通株式 28,949 500平成25年３月31日平成25年６月17日利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３

コール
センター 会員 企業提携 加盟店

少額短期

保険

自動車

賃貸
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客へ

の売上高
486,5361,725,5422,358,697125,832673,976169,2805,539,8661,3665,541,233－ 5,541,233

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ 5,017 － － 180,1442,788187,950－ 187,950△187,950 －

計 486,5361,730,5602,358,697125,832854,120172,0695,727,8171,3665,729,183△187,9505,541,233

セグメント

利益

又は損失(△)

120,630499,157139,439△217,624152,55113,509707,664△210 707,453△189,561517,892

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シンプルセキュリティ事業を含んで

おります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△189,561千円には、セグメント間取引消去△4,080千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△185,481千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 
 

報告セグメント

コール
センター 会員 企業提携 加盟店

少額短期

保険

自動車

賃貸

環境メン

テナンス
計

売上高         

外部顧客への売上高 459,0752,387,7082,272,49294,6261,136,61179,549982,1147,412,179
セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 9,791 380 36,369148,667127,584 － 322,793

計 459,0752,397,5002,272,872130,9961,285,278207,134982,1147,734,973

セグメント利益

又は損失(△)
99,206648,215172,619△205,549120,36231,91527,858894,627

　
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３

売上高 　 　 　 　

外部顧客への売上高 316,1017,728,281 － 7,728,281
セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 322,793△322,793 －

計 316,1018,051,074△322,7937,728,281

セグメント利益

又は損失(△)
△13,232 881,395△182,231699,163

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療機器事業を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△182,231千円には、セグメント間取引消去3,333千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△185,564千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、新たに環境メンテナンス事業を開始したことに伴い、当第３四半期連結会計期間から「環境メ

ンテナンス事業」を報告セグメントに追加しております。

なお、当該変更による他の報告セグメントの金額に影響はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額 3,829円92銭 6,599円35銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 244,770 394,588

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 244,770 394,588

普通株式の期中平均株式数（株） 63,910 59,792

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 6,591円08銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

（うち支払利息（税額相当額控除後）

（千円））
－ －

（うち事務手数料（税額相当額控除後）

（千円））
－ －

普通株式増加数（株） － 75

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

――― ―――

（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成25年５月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1) 配当金の総額………………………………………28,949千円

(2) １株当たりの金額…………………………………500円

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年６月17日

（注）平成25年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

EDINET提出書類

ジャパンベストレスキューシステム株式会社(E05509)

四半期報告書

16/18



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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 　 平成25年８月９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 　

　

　 有限責任監査法人トーマツ 　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 瀧沢　宏光　　印 　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 後藤　隆行　　印 　

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25年６月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論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四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期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25

年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

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）１．上記は、四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはⅩＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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