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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】

 

回次
第16期

第３四半期累計期間
第17期

第３四半期累計期間
第16期

会計期間
自　平成24年12月１日
至　平成25年８月31日

自　平成25年12月１日
至　平成26年８月31日

自　平成24年12月１日
至　平成25年11月30日

売上高 (千円) 14,840,259 14,360,909 20,150,768

経常利益 (千円) 267,119 186,723 269,769

四半期(当期)純利益 (千円) 132,019 82,616 94,290

持分法を適用した場合の
投資損失(△)

(千円) △18,726 △5,454 △21,049

資本金 (千円) 585,650 586,417 585,957

発行済株式総数 (株) 15,285,600 15,290,600 15,287,600

純資産額 (千円) 4,171,437 4,079,369 4,134,082

総資産額 (千円) 5,861,817 5,754,247 5,789,306

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 9.58 5.99 6.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － 5.99 6.84

１株当たり配当額 (円) 500 5 505

自己資本比率 (％) 71.0 70.7 71.3
 

　

回次
第16期

第３四半期会計期間
第17期

第３四半期会計期間

会計期間
自　平成25年６月１日
至　平成25年８月31日

自　平成26年６月１日
至　平成26年８月31日

１株当たり四半期純損失金額（△） (円) △1.22 △3.37
 

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．当社は、平成25年６月１日付で普通株式１株を100株に分割しております。そのため、第16期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期)純利益金額を算定しております。

３．第16期第３四半期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。

４．第16期の１株当たり配当額については、平成25年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行って
いるため、中間配当額を株式分割前の500円、期末配当額を株式分割後の5円とし、年間配当額を505円として
おります。なお、当該株式分割を考慮しない場合の１株当たり配当額は、1,000円（うち１株当たり中間配当
額500円）となります。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結はありません。

 

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】

 
(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間における我が国経済は、政府の経済政策等の効果や個人消費の持ち直し等により緩やかな

回復傾向にありますが、消費税増税にともなう駆け込み需要の反動の長期化や、海外景気の下振れによる国内景気

への影響が懸念される等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　当社が属するバイク業界におきましては、国内におけるバイクの新車販売台数は約42万台（平成25年実績、出

所：日本自動車工業会）となっており、前年よりも約４％増加しております。バイク保有台数は1,182万台（平成　

25年３月末現在、出所：日本自動車工業会）となっており全体として微減傾向にありますが、比較的市場価値の高

い原付二種以上のバイクの保有台数は僅かながら増加しております。また、当社の主たる販売先（出品先）である

中古バイクオークション市場の相場は、前年同期をやや上回って推移しております。

　このような市場環境のもとで、当社は、「バイク王」を展開するバイク買取事業において、高収益車輌の買い取

り増加に向けた取り組みを中心に積極的な営業活動を行いましたが、販売台数は前年同期を下回る結果となりまし

た。

　また、平均売上単価（一台当たりの売上高）は前年同期並み、平均粗利額（一台当たりの粗利額）は前年同期を

やや下回って推移いたしました。

　一方、「バイク王ダイレクトSHOP」を展開するバイク小売事業において、販売台数、平均粗利額は前年同期を下

回り、平均売上単価は前年同期をやや下回って推移いたしました。　

このような中、前年に引き続き全社での経費見直しを推進し、販売費及び一般管理費の抑制に取り組むことで、

利益の確保に努めました。

以上の結果、売上高14,360,909千円（前年同期比3.2％減）、営業利益73,847千円（前年同期比51.7％減)、経常

利益186,723千円（前年同期比30.1％減）、四半期純利益82,616千円（前年同期比37.4％減）となりました。　
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セグメントの業績は次のとおりであります。

＜バイク買取事業＞

　バイク買取事業に関しては、上記のとおりです。

　以上の結果、直営店舗数は64店舗、セグメント間取引消去前の売上高は12,087,312千円（前年同期比4.0％減）、

経常利益は152,771千円（前年同期比1,157.0％増）となりました。

＜バイク小売事業＞

バイク小売事業に関しては、下取り車輌買取等を促進することで商品仕入力の強化を図るとともに、WEBからの

お問い合わせへの対応を強化することで既存店舗の収益力強化を図りました。

以上の結果、直営店舗数は11店舗、セグメント間取引消去前の売上高は3,628,606千円（前年同期比9.8％減）、

経常利益は30,982千円（前年同期比86.2％減）となりました。

＜駐車場事業＞

　駐車場事業に関しては、引き続き既存事業地の収益力向上と採算性を重視した事業地開発を推進いたしました。

以上の結果、セグメント間取引消去前の売上高は600,730千円（前年同期比4.9％増）、経常利益は2,968千円（前

年同期比90.0％減）となりました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
(4) 主要な設備

主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第３四半期累計期間に著しい変動があったも

のは、次のとおりであります。　

 
＜移転・統合＞

買取・小売・流通の機能を集約し、事業効率化を図ることを目的として、前事業年度に計画しておりましたバイ

ク王福岡店、バイク王ダイレクトSHOP福岡店および福岡物流センターの統合拠点を、平成26年６月27日に開設いた

しました。
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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 60,000,000

計 60,000,000
 

　

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26年８月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年10月10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 15,290,600 15,294,100
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株であ
ります。

計 15,290,600 15,294,100 ― ―
 

（注）提出日現在発行数には、平成26年10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

　た株式数は、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26年６月１日～
平成26年８月31日

― 15,290,600 ― 586,417 ― 606,040
 

（注）平成26年９月１日から平成26年９月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,500株、

　資本金が537千円および資本準備金が537千円増加しております。　

 
(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。
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(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26年５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26年８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)
普通株式

1,500,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

13,790,100
137,901 ―

単元未満株式
普通株式

500
― ―

発行済株式総数 15,290,600 ― ―

総株主の議決権 ― 137,901 ―
 

　

 

 

② 【自己株式等】

  平成26年８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(％)

株式会社バイク王＆
カンパニー

東京都港区海岸
３－９－15

1,500,000 ― 1,500,000 9.81

計 ― 1,500,000 ― 1,500,000 9.81
 

　

 
 
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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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３四半期会計期間(平成26年６月１日から平成26年

８月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年12月１日から平成26年８月31日まで)に係る四半期財務諸表について

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。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年11月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,120,660 2,126,812

売掛金 252,286 257,176

商品 1,208,573 1,287,491

貯蔵品 15,486 15,550

その他 350,947 326,328

貸倒引当金 △1,286 △416

流動資産合計 3,946,666 4,012,943

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 573,036 593,191

その他（純額） 264,196 267,043

有形固定資産合計 837,233 860,235

無形固定資産 64,489 65,941

投資その他の資産
※1 940,916 ※1 815,126

固定資産合計 1,842,639 1,741,303

資産合計 5,789,306 5,754,247

負債の部

流動負債

買掛金 154,491 184,790

短期借入金 140,000 140,000

未払金 527,315 491,032

未払法人税等 59,800 6,700

賞与引当金 － 64,614

その他の引当金 5,383 20,541

資産除去債務 31,803 －

その他 447,468 466,715

流動負債合計 1,366,262 1,374,393

固定負債

資産除去債務 219,629 220,128

その他 69,331 80,354

固定負債合計 288,961 300,483

負債合計 1,655,223 1,674,877
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年11月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 585,957 586,417

資本剰余金 605,579 606,040

利益剰余金 3,329,272 3,273,997

自己株式 △395,810 △395,810

株主資本合計 4,124,998 4,070,645

新株予約権 9,083 8,724

純資産合計 4,134,082 4,079,369

負債純資産合計 5,789,306 5,754,247
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成24年12月１日
　至 平成25年８月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年12月１日
　至 平成26年８月31日)

売上高 14,840,259 14,360,909

売上原価 6,595,565 6,951,098

売上総利益 8,244,694 7,409,811

販売費及び一般管理費 8,091,891 7,335,963

営業利益 152,802 73,847

営業外収益

受取利息及び配当金 1,279 1,321

クレジット手数料収入 47,910 42,087

助成金収入 23,922 26,645

その他 48,098 46,985

営業外収益合計 121,211 117,039

営業外費用

支払利息 5,351 3,806

その他 1,541 356

営業外費用合計 6,893 4,163

経常利益 267,119 186,723

特別利益

固定資産売却益 14 9

新株予約権戻入益 359 179

特別利益合計 374 189

特別損失

固定資産除却損 1,725 1,992

固定資産売却損 245 －

減損損失 36,776 7,343

特別損失合計 38,748 9,336

税引前四半期純利益 228,746 177,576

法人税、住民税及び事業税 38,487 22,532

法人税等調整額 58,239 72,426

法人税等合計 96,727 94,959

四半期純利益 132,019 82,616
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額　

 

 
前事業年度

(平成25年11月30日）
当第３四半期会計期間
(平成26年８月31日）

投資その他の資産 480千円 501千円

 

 
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

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

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間

(自　平成24年12月１日
至　平成25年８月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年12月１日
至 平成26年８月31日)

減価償却費 199,162千円 172,987千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自　平成24年12月１日　至　平成25年８月31日)

１．配当金支払額

　

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年２月26日
定時株主総会

普通株式 55,142 利益剰余金 400 平成24年11月30日 平成25年２月27日

平成25年７月５日
取締役会

普通株式 68,928 利益剰余金 500 平成25年５月31日 平成25年８月５日
 

（注）当社は平成25年６月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記平成25年８月

５日を効力発生日とする配当金については当該株式分割前の株式数を基準にしております。当該株式分割を考慮

した場合、１株当たり配当額は５円となります。

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間(自　平成25年12月１日　至　平成26年８月31日)

１．配当金支払額

　

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年２月26日
定時株主総会

普通株式 68,938 利益剰余金 5 平成25年11月30日 平成26年２月27日

平成26年７月４日
取締役会

普通株式 68,953 利益剰余金 5 平成26年５月31日 平成26年８月４日
 

　

２．基準日が当第３四半期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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(持分法損益等)

 
前事業年度

（平成25年11月30日）
当第３四半期会計期間
（平成26年８月31日）

関連会社に対する投資の金額(千円) 268,800 268,800

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 232,665 227,292
 

 

 
前第３四半期累計期間
(自　平成24年12月１日
至　平成25年８月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年12月１日
至　平成26年８月31日)

持分法を適用した場合の投資損失(△)の金額(千円) △18,726 △5,454
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自　平成24年12月１日　至　平成25年８月31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)

 
バイク
買取事業

バイク
小売事業

駐車場事業 合計 調整額
四半期

損益計算書
計上額(注)

売上高       

　外部顧客への売上高 10,264,445 4,003,432 572,381 14,840,259 ― 14,840,259

 セグメント間の内部売上高
　又は振替高

2,329,608 20,868 516 2,350,993 △2,350,993 ―

計 12,594,053 4,024,300 572,897 17,191,252 △2,350,993 14,840,259

セグメント利益 12,153 225,157 29,808 267,119 ― 267,119
 

（注）報告セグメントのセグメント利益の合計金額は、四半期損益計算書の経常利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「バイク買取事業」セグメントおよび「駐車場事業」セグメントにおいて、営業活動から生ずるキャッシュ・フ

ローが継続してマイナスとなっている、今後の改善が困難と見込まれる事業所等における事業用固定資産につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。当該減損損

失の計上額は、当第３四半期累計期間においては、「バイク買取事業」セグメントで33,412千円、「駐車場事業」

セグメントで3,364千円であります。

　
当第３四半期累計期間(自　平成25年12月１日　至　平成26年８月31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)

 
バイク
買取事業

バイク
小売事業

駐車場事業 合計 調整額
四半期

損益計算書
計上額(注)

売上高       

　外部顧客への売上高 10,150,518 3,610,201 600,190 14,360,909 ― 14,360,909

 セグメント間の内部売上高
　又は振替高

1,936,794 18,405 540 1,955,739 △1,955,739 ―

計 12,087,312 3,628,606 600,730 16,316,649 △1,955,739 14,360,909

セグメント利益 152,771 30,982 2,968 186,723 ― 186,723
 

（注）報告セグメントのセグメント利益の合計金額は、四半期損益計算書の経常利益と一致しております。

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「バイク買取事業」セグメントおよび「駐車場事業」セグメントにおいて、営業活動から生ずるキャッシュ・フ

ローが継続してマイナスとなっている、今後の改善が困難と見込まれる事業所等における事業用固定資産につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。当該減損損

失の計上額は、当第３四半期累計期間においては、「バイク買取事業」セグメントで2,164千円、「駐車場事業」セ

グメントで5,179千円であります。
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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並びに潜在株式調整後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３四半期累計期間

(自　平成24年12月１日
至　平成25年８月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年12月１日
至　平成26年８月31日)

(１)１株当たり四半期純利益金額 9円58銭 5円99銭

    (算定上の基礎) 　  

   四半期純利益金額(千円) 132,019 82,616

   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) 132,019 82,616

   普通株式の期中平均株式数(株) 13,785,600 13,790,261

(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 5円99銭

　　(算定上の基礎)   

　　四半期純利益調整額(千円） ― ―

　　普通株式増加数(株) ― 13,136

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
事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

（注）１.当社は、平成25年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。このため前事業年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２.前第３四半期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。
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２ 【その他】

平成26年７月４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中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　　68,953千円

　　②１株当たりの金額 　　　　　　 　　　　　　　　 5円00銭

　　③支払請求の効力発生日および支払開始日　　平成26年８月４日

　

（注）平成26年５月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行っております。
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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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平成２６年１０月３日

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   大髙　俊幸   印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士   陸田　雅彦   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

 

株式会社　バイク王＆カンパニー

   取   締   役   会 御中
 

 

 

 

 

 
 

 
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」に掲げられている株式会社バ

イク王＆カンパニーの平成２５年１２月１日から平成２６年１１月３０日までの第１７期事業年度の第３四半期会計期

間(平成２６年６月１日から平成２６年８月３１日まで)及び第３四半期累計期間(平成２５年１２月１日から平成２６年

８月３１日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社バイク王＆カンパニーの平成２６年８月３１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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

 

EDINET提出書類

株式会社バイク王＆カンパニー(E02988)

四半期報告書

17/17


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第３四半期累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

