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ジャパンベストレスキューシステム株式会社（2453） 

開催日：2022年 7月 16日（土） 

場 所：エルガーラホール 8階 大ホール（福岡市中央区） 

説明者：取締役執行役員  若月 光博 氏 

 

1．会社概要 JBRとは 

・ 当社は社名が長いので、以前より「JBR」と呼ばれています。裏方の仕事のため名前が知

られていませんが、実は生活サービスの裏側で多くの人と接点をもっている企業です。 

・ 裏方に徹している当社が、唯一皆さんの目に触れやすい場面はテレビ番組です。古い金

庫を鍵の職人が開ける番組がありますが、どの局の番組でも、鍵の職人は当社の社員で

す。当社はこうした技術ももっています。 

・ 当社は住生活関連サービスのリーディングカンパニーです。お客様に安心を提供する会

員型のサービスで成長を続けています。経営理念の根幹となる「Mission」は、「困ってい

る人を助ける」で、創業から一貫して掲げています。続いて「Vision」は、「いつも暮ら

しに寄り添い、安心できるベストな仕組みやサービスを創る」です。また「Value」は、

「正しくあれ」「優しくあれ」「挑戦者であれ」です。社員には、企業理念のように行動

してほしいと常にメッセージを発信しています。 

・ 当社のサービス契約数は 4,175 千件（2022年 9月期第 2四半期末現在）です。内訳は生

活トラブルサービス 2,330千件、延長保証サービス 1,239千件、保険加入 606千件です。

生活トラブルサービスは水漏れや鍵の紛失等のトラブルに、全国規模で基本的には 60分

以内に駆けつけるサービスです。延長保証サービスは、保険をイメージした住宅設備の

故障が無料になるサービスです。また、グループ内には、保険会社が 2社あります。2022

年度上半期では、約 18万人の困っていた方を緊急出動で助けています。平均すると、1

日約 1,000人の会員を助けている状況です。 

 

2．事業内容 ビジネスモデルおよびサービス例 

・ 当社のビジネスモデルは、販売パートナーや施工パートナーと提携してサービスを提供

するため、お客様と当社は直接つながっていません。まず、当社のサービスは、販売パ

ートナーの名前で販売されます。メーカー保証と同じ内容の保証を、10年程度長く保証

する延長保証サービスを販売店の名前で提供します。九州のホームセンターのナフコ

（株式会社ナフコ）であれば、ナフコの延長保証サービスとして販売されます。そして、

実際にトラブルが起きた際には、コールセンターへ電話をすると当社が受けています。

電話口では「ナフコです」というふうに店舗名で受けますが、実態としては当社が依頼

を受け、最寄りの施工パートナーに連絡して修理の手配をします。お客様は最後までナ

フコが修理にきたと思っていますが、裏側では当社と施工パートナーが動いています。
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販売パートナーは 7,410店（2022 年 3月末現在）で、大手ハンバーガー店国内店舗数の

2 倍以上のネットワークをもっています。不動産会社・家電量販店・ホームセンターの

ほかにも、地方銀行を中心とする金融機関、九州大学等の大学生協（全国大学生活協同

組合連合会）、大阪ガス株式会社、中部電力株式会社等が当社と販売パートナーとして提

携しています。 

・ 当社のビジネスモデルには、関係者に様々なメリットがあります。お客様は、少額を掛

けておくことで、トラブル発生時には突然の出費もなく、安心して生活できるメリット

があります。販売パートナーには、商品のアフターフォローの充実と、売上単価が上が

るメリットがあります。施工パートナーは、当社が大量に仕事を手配するので、収入が

安定します。当社は、販売パートナー・施工パートナーの協力をコーディネートするこ

とで、最小限のコストでサービス展開できます。 

・ 当社は、トラブルの際にはなるべく新しいものには交換せず、地元の施工パートナーに

仕事をお願いして、修理や補修によって今あるものを使い続ける地方創生に貢献するシ

ステムを展開しています。事業そのものが SDGs に貢献している企業です。3 つの柱の

事業は、順調に成長を続けています。延長保証サービスは前年比 19.6％増、生活トラブ

ルサービスは競合他社を買収したことから前年比 48.8％増と、どちらも高い成長率です。

少額短期・損害保険は前年比 5.5%増ですが、他社から当社への保険の切り替えが起こっ

ているので、実態としてはもっと高い成長率が期待できます。 

・ いくつか商品を紹介します。賃貸・分譲住宅向けサービス「安心入居サポート」は、パ

ンフレットには当社の名前は小さく載るだけです。定型のパンフレットを不動産会社ご

とのイメージカラーに変えて、各不動産会社の提供サービスとして展開しています。少

額短期・損害保険も、ユニークな商品を販売することで有名です。「弁護士保険」は、ト

ラブルの際に弁護士が無料で出動する保険ですが、痴漢被害・痴漢冤罪の弁護士費用も

補償します。痴漢冤罪ヘルプコール付きで、少額の保険料を払っておくと、痴漢冤罪事

件に巻き込まれた際には、一定の回数は無料で弁護士が助けてくれます。実際に冤罪で

高額な示談金を持ち込まれた方が、救われた例もあります。「お天気保険」は、旅行が悪

天候だった場合、旅行代金の一部が旅行会社から返還される保険です。株式会社エイチ・

アイ・エスの旅行プランにも利用されています。「ちゃりぽ」は自転車の保険です。自転

車保険は少額なので補償内容を吟味していない方が多いと思いますが、オーバースペッ

クで余分に保険料を払っているケースがあります。この保険は、対物賠償の補償額を抑

えることで、保険料を抑えています。10年以上販売している保険ですが、対物賠償の補

償で 1,000 万円の支払が発生したケースは、過去１件しかありません。こうした独自の

着眼点で、新しい保険商品を展開しています。 

 

3．業績推移 

・ 当社の売上構成は、ストック型の売上高が 9割以上を占めています。大量の解約は考え
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にくく、過去にも例がないことから、基本的には数字が積み上がっていきます。そのた

め、業績では売上高や営業利益が大幅に減じにくく、どれだけプラスできるかが課題の

ビジネスモデルです。売上高は、多少の増減はあるものの右肩上がりの成長を続けてい

ます。2022年度は上半期で目標の半分を達成しているため、最終的には目標に近い数字

になると予想しています。 

 

4．成長性 市場環境および中期計画 

・ 市場環境として、日本の人口は減少傾向ですが、核家族や単身家族が増加しているため

世帯数は増加傾向です。そのため、賃貸住宅の市場は、世帯数では減少していません。

日本の全世帯約 5,900 万件のうち、当社と契約している件数は約 400 万世帯なので、開

拓できる市場はまだ多く残っています。集合住宅では 2,300 万世帯のうち、生活トラブ

ルの解決サービスを契約しているのは 450万世帯です。内訳は当社との契約が 170万世

帯、2 番手競合他社が 30 万人、その他が 50 万世帯、不動産会社が 200 万世帯です。不

動産会社は、大東建託株式会社のようにグループ内でこのサービスを展開しているとこ

ろもあります。今後の展開方針の 1つ目は、3,600万世帯の戸建住宅市場の開拓です。当

社はこの市場を開拓するため、住宅ローン、車のロードサービスの JAF（一般社団法人

日本自動車連盟）、ホームセキュリティの企業等と連携することを検討しています。2つ

目は、サービス未導入の集合住宅市場の開拓です。ここは、提携している不動産会社と

のさらなる連携、あるいは提携していない不動産会社の開拓を進めています。3 つ目と

して、自前のサービスで展開している大手不動産会社が、サービスをアウトソースする

タイミングです。自前でのサービスに限界を感じ、アウトソースするニーズが出始めて

います。全国規模の大手不動産会社の場合、当社以外の企業が受けることはむずかしい

と考えています。当社が受ける可能性が高く、これは大きなビジネスチャンスになると

考えています。 

・ 中期計画の 2022年度売上高の目標 180億円は、上期で約半分弱を達成しているので、目

標額には達するものと予想しています。さらに 2023年度、2024年度と売上高を増やし、

200 億円を超える水準に近づけると考えています。営業利益についても、社内の改革を

進めているため、今後も向上していくと予想され、2023年度には 20億円、2024年度に

は 25億円の達成も視野に入れています。サービス契約数は、2030 年度までに 10,000千

件を目標にしています。順調に推移しているので、目標の達成はそう遠くないと考えて

います。 

 

5．株主還元策 

・ 2014 年度より増配を続け、2022 年度も増配の予定です。2022 年度の中間配当金は 9 円

を実施しています。期末配当金も 9円を予定しています。 

・ 株主優待は、キッザニア（KCJ GROUP 株式会社）の優待券を贈呈しています。キッザニ
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アは、小さなお子様が消防士やパイロット等の職業体験を楽しみながらできるアトラク

ション施設です。日本ではキッザニア東京・キッザニア甲子園の 2つの施設だけでした

が、2022年 7月 31日に新たにキッザニア福岡が、「三井ショッピングパークららぽーと

福岡」内にオープンする予定です。当社もスポンサーとしてパビリオンを出展していま

すが、3施設全部に出展している企業は 10社しかなく、その中の 1社が当社です。人気

施設なので、割引券はありません。当社だけが日本で唯一、株主優待で割引券を提供し

ています。優待券 1 枚で 19 人まで優待価格が適用されます。当社は 9 月決算の企業で

すが、毎年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載された 100 株以上保有している株主様に、

毎年 6月中旬頃優待券を送付しています。3月 31日当日に株を購入されても、優待券は

送付されませんので、2営業日前までに購入してください。 

 

6．その他のトピックス 

・ よくある質問をまとめました。資料のQRコードをスマートフォンで撮っていただくと、

映像や資料にアクセスできます。当社は YouTubeでも情報を発信していますので、チャ

ンネル登録をお願いします。 

・ 経営体制は、国内トップレベルのガバナンス体制のもとで事業を展開しています。グル

ープ構成のトピックスは、損害保険を取り扱うレスキュー損害保険株式会社が子会社、

少額短期保険を取り扱うジャパン少額短期保険株式会社が孫会社として傘下にありま

す。損額・少額短期保険の両方をもっている保険会社は、国内で 10 社もなく、当社はそ

のなかの 1つです。レスキュー損害保険株式会社は、日本生命保険相互会社、株式会社

セブン銀行、株式会社ミニミニグループとも資本提携しています。保証事業では、ジャ

パンワランティサポート株式会社が、2022 年 6 月 23 日に東京証券取引所グロース市場

へ新規上場しました。他には子会社として 2021 年 9 月に買収した株式会社アクトコー

ルと株式会社 TSUNAGU、持分法適用関連会社として日本 PC サービス株式会社、株式

会社アクアラインがあります。役員構成は代表取締役社長の榊原暢宏と私・若月光博の

2 人が社内取締役、他の 3 人の取締役は社外取締役です。過半数が社外取締役で構成さ

れている企業は、東京証券取引所市場第一部上場企業の上位では 10.3％なので、当社は

強固な牽制が効いた企業と言えます。女性の活躍の場を広げるため、管理職の女性を育

成する活動もしています。 

・ 会員・保証事業は、高成長フェーズに突入します。ボリュームがあるのは生活トラブル

サービスの集合住宅と、延長保証サービスです。ここがしっかり伸びていけば、企業と

して安定性が出ます。生活トラブルサービスは会員数が前年比 14.1％増で、高い伸びを

示しています。延長保証サービスもリフォームや新築のマーケットが好調で、会員数

19.6%増と成長率が上がっています。会員数や売上高が上がっても、出動も同じペースで

伸びてしまうと利益率は上がりませんが、会費に対して出動費はそこまで伸びていませ

ん。そのため、収益改善が進み、早期に利益貢献します。 
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・ 保険事業は、家財保険を主力とした安定成長を継続しています。少額短期保険は家財保

険が主力商品で、被保険者数が前年比 13.4％増で伸びていますが、今後もさらなる成長

が期待できます。損害保険では、「スマホ保険」の被保険者数がまだ低いものの、前年比

37%増の伸びを示しているので、今後の成長が期待できます。「スポーツクラブ傷害保険」

は、スポーツクラブ「ルネサンス」（株式会社ルネサンス）の会員への展開を進めていま

す。コロナ禍の影響で、スポーツクラブの会員数減により被保険者数も減じていますが、

コロナ禍が落ち着いて会員が戻ると、自動的に増加します。新しいスポーツクラブとの

契約も進めているので、今後の成長が期待できます。保険料のイメージは、スポーツク

ラブ傷害保険は月額 30 円程度です。家財保険は高価な家財が多いので月額 700 円と高

めですが、トラブル発生時には高額な修理費用の負担がなくなるメリットがあります。 

・ 主力事業の実力は、開示している値以上に成長しています。会員セグメントの営業利益

は 2020年度上期 7億 52百万円、2021年度上期 7億 88百万円ですが、2022年度上期 465

百万円と大きく減少しています。減少幅が大きく見えるため、当社の株価に影響しまし

た。要因の 1つ目は、子会社のジャパンワランティサポート株式会社の上場により、従

来は会員セグメントの一部として計上していた保証事業を、当社の会員セグメントから

除外したためです。そのため 3 年間で比較すると、2022 年度上期は条件が変わるため、

営業利益に影響が出ました。2 つ目は、配賦の影響です。配賦とは、全社的に発生する

費用を一定のルールで各事業に割り振る会計上の処理です。収益の悪い事業が撤退した

影響で、その事業が負担していた配賦負担を好調な事業が引き受けることになりました。

こうしたプラスマイナスの影響が分かりにくくなっているため、実態利益として数値を

示しています。実態利益では 2020 年度上期 9 億 59 百万円、2021 年度上期 9 億 87 百万

円、2022年度上期 11億 15百万円と直近の利益が伸びています。また、保険セグメント

も同様です。営業利益は 2020 年度上期 1 億 69 百万円、2021 年度上期 2 億 3 百万円、

2022 年度上期 1 億 88 百万円と減少しています。これは契約準備金の影響です。契約準

備金は、保険業法上の会計処理ルールとして、将来の保険金支払に備えて費用計上する

ものです。契約獲得が活発なときほど積み増しが必要です。大手保険会社は規模が大き

いため契約数に大きな増減はなく、契約準備金の影響を受けません。当社は 10%平均ペ

ースで成長しているので事業としては好調ですが、その分契約準備金も増加し、営業利

益がマイナスに転じました。実態利益は 2020年度上期 1億 75百万円、2021年度上期 1

億 97百万円、2022年度上期 2 億 36百万円と増加しています。保険事業は好調で、成長

率の角度が上がっているために起こる現象です。誤解を生みやすい部分ですが、会員セ

グメント・保険セグメントともに実態として好調ですとお伝えしておきます。 

 

7．質疑応答 

Q1. 上期決算のあとに、株価が大きく下がりましたが、原因についてどう考えていらっしゃ

いますでしょうか。 



 

 

 
 

大和インベスター・リレーションズ㈱（以下、「当社」といいます。）はこの資料の正確性、完全性を保証するもので

はありません。ここに記載された意見等は当社が開催する個人投資家向け会社説明会の開催時点における当該会社側の

判断を示すに過ぎず、今後予告なく変更されることがあります。当社は、ここに記載された意見等に関して、お客様の

銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。 

当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。 

A1. 説明の最後に主力事業の実力としてお話しました。会計上の数字の見え方で、結果的に

株価に影響しましたが、どちらも悪い話ではないです。会員セグメントでは、子会社が

上場したために、これまで合算で出していた数字が小さくなっていますが、逆に保証ビ

ジネスのセグメントで出しています。あとは、収益の悪い事業を撤退しました。その事

業は大きな赤字となり、続けるべきではないと判断して撤退しました。この影響でその

事業が負担していた費用が好調な事業に回ったため、数字の見え方が悪くなりました。

全体的には、子会社は上場し、収益の悪い事業は撤退したので、好材料の要因です。保

険セグメントでは、保険事業がかつてないほど好調なため、契約準備金も増加した結果、

営業利益が減益になりました。高く飛ぼうとすれば、1回しゃがむとより高く飛べます。

保険事業では、こうした現象が起きます。大きな成長を控えているため、今回はしゃが

みました。本音としては、どこまでジャンプするか見てほしいです。 

 

Q2. 今回の説明を聞くと、とても魅力的な成長性のある事業だと感じました。一方でそれゆ

えに、他社が新規参入してくることも考えられます。他社の新規参入の可能性について

お聞かせください。 

A2. 当社に、競合がいるのかはよく話題に上がります。先ほどの説明のように、契約世帯数

のうち当社の 170万世帯に対して 2番手が 30万世帯で、3番手が 10万世帯くらいの会

員数と、圧倒的な差があります。保証事業では、子会社を上場しました。当社と同様の

商品を取り扱う保険会社は、1 社上場している企業がありますが、保険も含めた当社の

サービスモデル構成と同じモデルの企業はありません。トータルでは競合がいない形

です。そして、当社と同じビジネスモデルを他社が行うことはむずかしいです。まず、

当社の販売パートナー7,410店を、ゼロから関係を作り上げていく必要があります。当

社はすでに実績があるので大手企業の契約も取れますが、追いついてくることは困難

です。それから施工パートナーも、全部合わせるとかなりの企業数があります。個人事

業主の方もいらっしゃいますが、施工会社の中には上場企業も入っているので、実態と

して当社のサービスのために動く方は何万単位です。60 分以内に駆けつける体制も簡

単には作れません。また、コールセンターのノウハウも大きな要因です。商品の注文と

違い、住宅設備のトラブルは、電話をする人が設備のプロではないため、電話を受ける

ためのノウハウが必要です。電話だけでトラブルの状況を把握し、どういった対応が必

要かを特定して、それを業者に指示を出して修理に向かってもらいます。これは簡単に

真似できません。当社のサービスは特別な特許があって参入を防げるわけではないの

で、参入しようと思えばできるのかもしれませんが、相当むずかしいです。 

以上 


