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1. 平成18年５月期の連結業績（平成17年５月21日～平成18年５月20日） 
 (1) 連 結 経 営 成 績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

平成18年５月期 19,024 (5.8) 419 (△7.6) 416 (△14.7) 

平成17年５月期 17,976 (0.1) 453 (△14.9) 488 (△15.1) 

 

 当 期 純 利 益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

平成18年５月期 266 (△47.6) 12 40 12 08 21.5 5.2 2.2 

平成17年５月期 508 (△9.9) 25 55 ― ― 82.4 6.8 2.7 
 
 (注)① 持分法投資損益 平成18年５月期    ―百万円 平成17年５月期     ―百万円  
   ② 期中平均株式数（連結） 平成18年５月期 21,457,269株 平成17年５月期   19,890,000株 
   ③ 会計処理の方法の変更 無  
   ④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率です。 
 
 (2) 連 結 財 政 状 態 

 総  資  産 純 資 産 自己資本比率 
１ 株 当 た り 
純 資 産 

百万円  百万円 ％ 円 銭

平成18年５月期 8,673 1,609 18.6 72 52 

平成17年５月期 7,518 870 11.6 43 79 
 
 (注) 期末発行済株式数（連結） 平成18年５月期 22,218,000株 平成17年５月期 19,890,000株 
 
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

百万円 百万円 百万円  百万円 

平成18年５月期 435 △256 472 2,032 

平成17年５月期 660 △48 ― 1,380 

 
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数 １社  持分法適用非連結子会社数 ―社  持分法適用関連会社数 ―社 
 
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結（新規） ―社   （除外） ―社  持分法（新規） ―社  （除外）  ―社 
 
2. 平成19年５月期の連結業績予想（平成18年５月21日～平成19年５月20日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 9,800 172 99 

通  期 20,300 422 250 
 
  

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）11円28銭 
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（注）  １. 平成19年５月期（予想）の１株当たりの当期純利益は、発行済株式総数22,218,000株により算出

しております。 

２. 上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は、さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料

の10～13ページを参照してください。 
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１ 企業集団の状況 

企業集団および主要な事業を系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

ユーザー 

ディーラー 

ビズネット（当社） 

 

営業 請求・回収 

㈱BtoB 
（ビズネット㈱の 

連結子会社）(＊2) 

プラス㈱ 

親会社(＊1) 

 

メーカー
 

問屋 
カタログ外 

サプライヤー

MRO調達 

代行 

サービス 

 

チャーター便 
宅配便による請求 支払 

 販売価格を含む 
取引条件の決定  

注文 配達 
 

 
売上 物販 

 サービス関連 請求 支払 
フィー収入  

 

 

調達 調達 調達 調達  

（買取在庫） （買取在庫） （買取在庫） 

 

 
 

 

（注）１ 当社グループ（当社、連結子会社及び持分法非適用関連会社）は親会社かつ取引先であるプラス株式

会社を中核とするプラスグループに属しております。 

プラスグループはプラス株式会社（＊1）、当社グループ、プラスロジスティクス株式会社、並びにア

スクル株式会社他19社にて構成されオフィス関連商品の製造、販売及びサービスの提供に関連する事業

を行っております。その中で当社はソリューション事業を行っております。 

２ 当社グループは既存ディーラーの補完的役割を担う100%出資販売連結子会社 ㈱ＢtoＢ(＊2)並びに

持分法非適用関連会社（株）ジービットにて構成されております。 

３ MROとは企業が経費で購入する非生産財、間接材をいう。 

※物流業務の一部をプラスロジスティクス株式会社（親会社の子会社）に委託しております。 
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[関係会社の状況] 

 

名称 住所 
資本金 
(千円) 

主要な事業 
内容 

議決権の所有・ 
被所有割合 

(％) 
関係内容 

（親会社） 
プラス株式会社  

東京都文京区 1,321,300
文具・オフィス
家具等の製造・
販売 

被所有 
50.5 

〔5.9〕 
（16.4） 

商品の仕入及び 
設備の賃借他 
役員１名兼務 

（連結子会社） 
株式会社ＢtoＢ 

東京都江東区 10,000 小売業 
所有 
100.0 

商品の販売他 
役員2名兼務 

(注) １ プラス株式会社は、有価証券報告書を提出しております。 

２ 株式会社ＢｔｏＢは、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

３ 特定子会社に該当する会社はありません。 

４ 株式会社ＢｔｏＢは連結売上高に占める売上高の割合が10％以下のため、主要な損益情報等の記載を

省略しております。 

５ 連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の会社はありません。 

６ 議決権の被所有割合の[  ]内は、間接被所有割合で内数であります。 

７ 議決権の所有・被所有割合欄の（外書）は緊密な者または同意している者の所有割合であります。 

８ プラス株式会社は、平成17年９月９日に減資を実施したため、資本金が減少しております。 
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２ 経営方針 

（１）経営の基本方針 

 当社グループ（当社、連結子会社及び持分法非適用関連会社）は社内外すべての領域において顧

客志向を高め顧客満足を実現するため、多段階重複行為の排除による「社会 適システム」構築を経

営理念として掲げ、「環境負荷軽減」を前提として参りました。お客様の間接材にかかわるサービス

業務分野において、さらなる価値創造提供企業として日々進化していくことに努めております。 

 当社グループはこれらの理念を前提とし、大手・中堅企業を主たるお客様として、文具・オフィ

ス生活用品等の調達業務を行う部門に対する調達代行のアウトソーシングサービス企業として、調達

インフラ、調達プラットフォームの提供をさせて頂いております。 

 個々のお客様の声を真摯に受け止め、お客様のニーズに対し、ITサービスとロジスティックスサ

ービスを機軸として各種ビジネスノウハウを駆使し、環境対応に優れ、かつオリジナルなソリューシ

ョンサービスの提供・展開によりシステムの効率運用に鋭意努めております。  

 また、その過程において、宇宙船のように、有限な空気や水などの地球環境負担をできるだけか

けないことも当社のテーマです。それは、お客様も我々も宇宙船地球号の同じ乗組員だと考えるか

らです。 

 

ビズネットは『宇宙船地球号のクルーとして、お客様に「なるほど！」と「よかった!」を毎日お届けして

います。』 

をミッションとしております。 

  

当社グループの主要なお客様である大手・中堅企業に対し、購買全般にわたるソリューションを

提供することにより「なるほど！」と感じていただける評価と顧客満足の創造により「よかった！」

と言っていただけることを主眼としてきました。 

  

 これらのミッションや経営理念を前提に、個々のお客様に 適なサービスを提供していけるよう、

人・物・情報の体制整備を鋭意進めております。 

そして当社グループが手掛ける大手・中堅企業向けの調達業務部門における調達代行のアウトソ

ーシングサービス企業として、継続的な成長、強力な事業基盤を確保し、ステイクホルダーの皆様の

ご期待にお応えできますよう、企業価値の増大に努めて参ります。 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の利益配分に関しまして、株主重視の経営を目指し当面の間は収益性や成長性を高める為の

研究開発、システム投資を前提として内部留保を行った上で、配当を検討していく方針であります。 

内部留保金の使途については成長を目的としたシステム、物流センター等の基盤整備に対する設備

投資を行い、競争力の維持・強化を計り株主の皆様のご期待に応える様に努めてまいります。 

（３）投資単位引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は株式の流動化及び個人投資家層の拡大を経営の重要な課題として認識しております。従い

まして、投資単位の引き下げに関しましては、株価水準、株主構成、株主数、財務状況等を十分斟酌

の上検討していく所存です。なお、具体的な方針、時期等につきましては未定であります。 
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（４）中長期的な会社の経営戦略 

当社は平成17年８月のジャスダック証券取引所に上場をはたし、これを機に当社が位置づける第２

ステージの新たな経営方針となる中期経営計画により、経営目標を設定し、更なる飛躍を目指して全

社を挙げて取り組んでおります。 

 また、新会社法に基づく内部統制システムの整備の為に「コンプライアンス・リスク管理委員

会」を設置するとともに、Ｊ－ＳＯＸ法に適正に対応する為に「内部統制プロジェクトチーム」を設

置いたしました。ＩＴを基盤とした「企業ＭＲＯ購買におけるサービス提供ＨＵＢカンパニー」にふ

さわしいコンプライアンス・リスク管理の体制作りに努力して参ります。 

 当社グループは、従来からの商品・サービスに加え、新たにサービス提供を開始した購買管理者

サポート機能「Bizm@nage」や企業オリジナル物品をお預かりし注文の際に商品と同時にお届けする

「ついで便」預かりサービスなど、経営理念に沿ったオリジナルサービスの開発・提供を一層進める

ことにより、独自性の高い事業展開をしております。お客様の調達インフラ、調達プラットフォーム

としてより一層のご満足を頂けるよう、引き続き努めて参ります。 

 社会のデジタル化、ＥＣ化にさらに積極的に対応すべく、多岐にわたる分野で業務提携やＭ＆Ａ

の機会を追求して参ります。 

（５）会社の対処すべき課題 

わが国の経済は世界経済の回復を背景に輸出が拡大し、生産や設備投資の増加が続く中、企業収

益の改善が進みました。雇用情勢や個人消費にも明るさが見え始め景気は穏やかな回復基調となった

中、当社グループが手掛ける大手・中堅企業向けに、事業基盤を確保することができました。これは

同市場において、当社グループのソリューションビジネスが浸透しつつある結果と考えております。

また、収益力は安定的に推移し企業体質の強化が確実なものとなってきております。 

① 競合他社との競争激化とその対処 

IT技術と物流配送機能とを組み合わせた当社グループのビジネスモデルは、大手・中堅企業に本

格的に受け入れられつつありますが、一方競合他社との競争も激化を続けております。 

当社グループは競合他社との一層の差別化を図るため、大手ユーザーの管理者にとっての利便性

を高めたBizm＠nage（ビズマネージ）という新しいサービスを本格化してまいりました。大手・中

堅企業との関係強化とビズネットブランドの確立と発展を実現すべく次のような基本課題に引続き

取組んでまいります。 

ｲ. 大手・中堅企業、官公庁を対象と見定め、他の追随を許さない競争力のある“ソリューシ

ョンビジネスモデル”の確立 

ﾛ. 顧客の個別の要求にあった魅力ある商材・サービスの開発、当社オリジナル商品、環境対

応商品の積極的導入を行い、差別化と収益率の向上 

ﾊ. インターネット、EDI等のデジタル受注の増加に対応し、デジタル機能・サービスの高度化 

ﾆ. 顧客 優先の視点により顧客ニーズへの積極的対応 

ﾎ. 経営管理能力の高度化及び企業体質の強化 

② デジタル化の促進とシェアアップ 

当社グループのユーザーである大手・中堅企業では既にデジタル発注が太宗を占めております。 

今後、競合他社も、IT営業力やシステム対応能力を向上させてくると考えられますが、情報セキ

ュリティーに対応しかつ顧客ニーズにカスタマイズするためには、時間とコストがかかるものと思

われます。当社グループも優位性を更に確立すべく日進月歩の技術革新に取組む必要性に迫られて

おり、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証の取得（平成17年５月取得済）や新規

の研究開発システム投資が必要となっております。 
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一方、社会のデジタル化、EC化はますます加速しており、総合的なサービス力やラインアップを

スピーディーに用意できる企業グループが 終的な社会の支持を勝ち得るものと思われます。 

 

（６）内部管理体制の整備・運用状況 

コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状

況」において、記載しております。 

 

（７）親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

（平成18年5月20日現在） 

 

親会社等の名称 

 

属性 

親会社等の議

決権所有割合

（％） 

親会社等が発行する株券が上場

されている証券取引所等 

プラス株式会社 親会社 

50.5 
〔5.9〕 

（16.4） 
なし 

（注）１  親会社等の議決権所有割合欄の[   ]は、間接被所有割合で内数である。 

２ 親会社等の議決権所有割合欄の（外書）は緊密な者または同意している者の所有割合である。 

 

② 当社の設立の背景について 

当社は平成９年９月にプラス株式会社の社内ベンチャー「QDS(クイック・デリバリー・システム)

事業」としてスタートいたしました。 

同事業の目的は大手・中堅企業を対象とした文具・事務用品・オフィス生活用品などの翌日デリ

バリーサービスです。 

プラスグループは「顧客満足」に向けた「社会 適システム」を構築することをグループミッシ

ョンと位置付け幾多の社内ベンチャーを立上げております。 

社内ベンチャーの先達としては、平成５年３月にスタートしたアスクル事業があります。各社内

ベンチャーは独自のビジネスモデルの開発を志向する高い自主性に基づいた事業運営がなされ、プ

ラス株式会社からはインキュベーターとしてのバックアップがなされてきました。 

アスクル株式会社は平成９年５月に分社しましたが、当社は平成12年５月に分社いたしました。 

③ 人的関係、資本的関係及び取引関係について 

期末日現在、当社はプラス株式会社によって当社の議決権の50.5％を所有されております。 

当社は自主性、独立性を保ち独自のビジネスモデルと経営理念に基づく、事業展開を図っており

ます。 

プラスグループから当社に出向していた従業員も平成15年５月迄に転籍を完了しており、取締役

の兼務も平成17年８月の定時株主総会で解消され、兼務役員は監査役(非常勤)１名でありましたが

平成18年８月の定時株主総会において解消の予定であります。 

当社の仕入商品の選定及び価格の決定は、同業他社との競争相見積りのルールに基づいており、

プラスグループも例外ではありません。なお、プラス株式会社、プラスロジスティクス株式会社と

の 近事業年度における取引関係は、連結財務諸表中の注記事項の【関連当事者との取引】に記載

のとおりであります。 

④ アスクル株式会社等とのグループ内競合の可能性について 

プラス株式会社が40.5％出資するアスクル株式会社のメインとなるビジネスモデルは全国のユー

ザーに対して統一ブランドによる統一的なサービスと価格でオフィス用品等をデリバリーするパッ

ケージ型サービスであります。 

一方、当社のビジネスモデルは企業が経費で購入する非生産、間接財調達の代行業であり、ユー

ザーの間接材の購入にかかわるＢＰＲ（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング：業務の 適

化）業務の改善や購買コストの削減を目指すコンサルティング・カスタマイズ型サービスでありま
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す。当社は更なるビジネスモデルの進化の方向性として「大手ユーザーとの共同作業」によるソリ

ューションの提供を目指しております。 

当社は「卸売+サービス業」でありますが、アスクル株式会社は「通販小売業」であります。 

当社の主なユーザーはユーザーの本社が全社一括購入の意思決定を行う大手・中堅企業であるの

に対してアスクル株式会社は不特定多数の中小事業所が主たるユーザーであります。 

上記の如く両社は異なるビジネスモデルとコンセプトで事業を展開しており、保有する業務ノウ

ハウも異なっており、今後共独自の方向性を目指して進化していくものと考えられます。 

お客様がどのようなサービスを選択するかはお客様のニーズによりますが、主たる取扱品目が文

具・事務用品・オフィス生活用品であるという点で競合が生じる可能性があります。 

 

尚、当社とアスクルの取引関係は中古設備・物流機器等の賃借取引がありますがそれを除き、両

社において商品の共同仕入、カタログの共同作成、物流センターや情報システムなど設備の共同利

用、業務の共同運営又は委託、顧客情報の交換、人材交流などは一切行っておりません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

① 当期の業績全般の概要 

当連結会計年度における我国の経済は、設備投資拡大や企業収益が好転し雇用環境の改善に支え

られ、景気は穏やかな回復基調で推移するとともに、個人消費も回復に兆しが見えてまいりました。

しかし、原油価格の高騰、中東情勢の不安などから今後の国内外の経済への影響について不透明感

が残る状況となりました。 

当社グループが対象としておりますオフィス用品関連販売市場においては、ユーザー各企業が収

益力向上をめざしてコスト削減を行う中で、従来からの店舗、納品出入店からの調達とともに電子

商取引による注文発注によりその要請に迅速、適切な市場価格にて対応可能にするため購買供給面

もネット利用による発注、購入が普遍化しており、このような状況の中、同業他社との競合も一層、

激しくなってきております。 

このような情勢の中で、当社グループは、主要なお客様である大手･中堅企業に対し、購買全般に

わたるソリューションを提供するため、発注承認管理や各種レポート作成などユーザー企業の購買

管理者の利便性を高める｢管理者機能Bizm@nage（ビズマネージ）｣サービスによりユーザー企業の全

社一括購買によるコスト削減の効率化を推進してまいりました。 

また、環境問題についても重点課題としてユーザー企業の要望に応えるため、引続き環境対応商

品の充実、環境にやさしい配送の実現を積極的に進めてまいりました。 

当連結会計年度は、前連結会計年度より積極的に推進しておりますユーザー企業のオリジナル物

品（備品・ノベルティ等）を預かり、当社の注文品と同梱配送する「ついで便」預かりサービスを

本格展開し、新規ユーザー企業、既存ユーザー企業の全社採用化を競合他社との差別化を実現する

とともに売上の拡大につなげてまいりました。 

また、物流面につきましては、平成17年12月に大阪物流センターを大阪府摂津市に移転し稼動を

開始いたしました。これは西日本地区の物流量拡大に対応し、業務効率向上に処するものでありま

す。当連結会計年度につきましては移転に伴う一時費用の計上により物流費が増加しておりますが、

今後とも物流体制の強化を目指してまいります。 

売上総利益は売上伸長により、２億１百万円(前年同期比4.4％増)の増加となりました。人件費に

つきましては各種体制整備のための人員増に伴う増加、物流費は大阪物流センター移転による一時

費用等及び大手ユーザー向け配送費等の増加がありました。この他、一般経費につきましては現設

備の賃借契約期間の経過による賃借料等の低減がありましたが、 終的には販売費及び一般管理費

は増加いたしました。 

また、当期は売上滞留売掛金内容を充分に精査した結果、貸倒引当を積み増し、資産の健全化を

計りました。 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は190億24百万円（前年同期比5.8％増）、経常利

益４億16百万円（前年同期比14.7％減）、当期純利益２億66百万円（前年同期比47.6％減）となり

ました。 

 - 9 -



② 次期の見通し 

今後の経済状況につきましては、原油価格の高止まりや海外経済の動向等に不安材料はあるもの

の大手製造業が好調を維持し、大手非製造業、個人消費も回復の状況が見えてきました。また、設

備投資が増加し雇用情勢も回復基調にある等、国内景気は緩やかな回復基調にあると予想されます。 

当社グループにつきましては、主に大手ユーザー企業を対象とした営業体制の更なる強化にむけ

て全体的な営業組織の強化、発注担当者視点立ったにカスタマイズカタログ等のカタログ戦略の強

化等、成長性戦略を打ち出した施策等による効果により商品売上の増加を見込んでおります。 

フィー収入につきましては、「ついで便」預かりサービスの本格稼動により、商品売上への相乗

効果と相俟って、売上高全体では増加を見込んでおります。 

また、引続き価格面における対応力強化の観点から収益構造につきましては原価低減、訴求力の

あるカタログ等の諸施策によりその収益向上を見込んでおります。 

ただ、販売費及び一般管理費につきまして大阪物流センターの期初からの運営費等の増加や前期

よりの人員増に伴う人件費の増加を見込むとともに平成18年6月予定の本社事務所移転に伴う一時費

用、システム及び物流関係の設備投資による費用負担等の増加を見込んでおります。 

以上により、次期連結業績見通しは売上高203億円（前年同期比6.7%増）、経常利益は４億22百万

円（同1.2%増）、当期純利益2億50百万円(同5.8%減)を見込んでおります。 

 

（２）財政状態 

① 資産、負債、資本の状況 

当連結会計年度末の資産は前連結会計年度と比較して11億54百万円増加して86億73百万円となり

ました。 

ｲ． 資産の部 

流動資産は前年同期比10億5百万円増加の78億73百万円、固定資産は前年同期比1億48百万

円増加の７億99百万円となりました。 

（流動資産） 

流動資産の主な増加要因は現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加によるものです。 

現金及び預金は当連結会計年度におけるジャスダック証券取引所株式公開時第三者割当増

資及びストック・オプション行使による増資資金と当期純利益の計上の結果として６億51百

万円、受取手形及び売掛金は、売上高の増加に伴なって４億３百万円増加しております。 

（固定資産） 

固定資産の増加要因は、大阪物流センター及び本社移転等に伴う保証金の増加１億14百万

円があったことによる影響であります。 

ﾛ． 負債の部 

当連結会計年度末の負債は前連結会計年度と比較して4億15百万円増加し70億63百万円と

なりました。流動負債は前年同期比5億12百万円の増加の55億83百万円、固定負債は前年同

期比96百万円減少の14億79百万円となりました。 

（流動負債） 

流動負債の主な増加要因は支払手形及び買掛金３億84百万円の増加であり、売上高増収に

伴う仕入額増加に対応するものであります。 

（固定負債） 

固定負債の主な減少要因は販売店からの販売預かり保証金の解約等に伴う返却金１億９百

万円の減少であります。 

ﾊ． 純資産の部 
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当連結会計年度末の純資産は前連結会計年度と比較して７億38百万円の増加となりました。 

純資産の主な増加要因は当連結会計年度におけるジャスダック証券取引所株式公開時第三

者割当増資及びストック・オプション行使による増資資金による資本金及び資本準備金増加

４億81百万円、当期純利益の計上による利益剰余金の増加２億66百万円によるものでありま

す。併せて当期首連結会計年度での繰越欠損金１億23百万円は全て解消いたしました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、20億32百万円(前年

同期比47.2％増)となりました。 

なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは２億59百万円となりました。 

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、４億35百万円（前年同期比34.0％減）となりました。これは税

金等調整前当期純利益４億10百万円、固定資産の減価償却費１億40百万円、仕入債務の増加３億84

百万円の増加要因に対して、売上債権の増加４億３百万円、受入保証金の減少１億９百万円等の減

少要因があったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は２億56百万円（前年同期比533.7％増）となりました。これは新倉

庫及び新本社事務所移転等に伴う保証金の支出１億70百万円、有形固定資産の取得による支出15百

万円、ソフトウエアの取得による支出１億26百万円による減少要因に対して、旧倉庫及び旧本社事

務所移転に伴う保証金の回収56百万円の増加要因があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は４億72百万円となりました。これは主にジャスダック証券取引所

への上場に伴う増資による収入及びストック・オプション行使による収入４億81百万円の増加要因

と自己株式取得８百万円の減少要因によるものです。 

（注）フリー･キャッシュ・フローは以下の計算式を使っております。 

フリー･キャッシュ・フロー＝税金等調整前当期純利益＋減価償却費 

－設備投資額－運転資本増加額 

なお、運転資本増加額は、受取手形及び売掛金＋たな卸資産＋立替金－支払手形及び買掛金の増

加額で算出しております。 

 

業績予想に関する留意事項 

この資料に記載されている通期および将来に関する記述には、当社および当社グループの本資料

発表日時点における計画、見通し、経営戦略および経営方針に基づいた業績予想が含まれております。

これらの記載は、当社および当社グループが発表日時点までに入手可能な情報に基づいておりますが、

リスクや不確実性を含んでおります。よって実際の業績などは、当社および当社グループの事業を取

り巻く経済環境、市場動向等を含む様々な要因により、記述されている業績予想と大きく異なる結果

となる可能性があることをご了承いただきますようお願いいたします。 
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（３）事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開その他に関する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。なお、以下の記載は当社グループの事業に関するリスクを完全

に網羅するものではありません。 

 

① 競争が激化するリスクについて 

企業グループの主たる市場である大手・中堅企業向けの市場においては、競合他社は数社認識さ

れるものの当社グループの先行メリットを生かしたソリューションビジネスが浸透しつつあり当社

グループの事業基盤を確保しております。従いまして新たに他社が新規参入することは容易でない

状況にあります。しかし、隣接市場、あるいは海外における同様の市場で事業展開している巨大資

本が同市場を有望な市場とみなし、参入する可能性があります。その場合、撤退する競合他社を他

業種の巨大資本が買収する可能性やＭ＆Ａ等が展開される可能性があります。 

 

② ＩＴ投資について 

事業の経過とともに期間損益の黒字化を背景に収益力に見合ったＩＴ開発投資を継続的に行える

状態となってきました。しかしながら、競争が激化するなかで他社との差別化のため、市場防衛の

ために短期的な収益性を犠牲にしてもＩＴ投資を行わざるを得ない可能性があります。一方でシス

テムダウンなどによって復旧費用が発生し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える

可能性があります。 

 

③ 物流センター移転及び拡張性の必要性及び本社移転について 

物流センターは現在、東京都江東区辰巳と平成17年12月に移転稼動した大阪市摂津市の２拠点に

設置し、現在の物量をまかなっておりますが東京物流センターについては平成19年７月に移転の計

画となっております。移転あるいは拡張に伴う今後の設備投資は、コストアップにつながる可能性

があります。 

また、本社を文京区音羽に設置しておりましたが平成18年6月に港区麻布台に移転をしており、コ

ストアップ要因となります。 

 

④ カタログ掲載商品の仕入れならびに在庫の業績に与える影響について 

当社グループはカタログ掲載商品約15,000アイテムを買い取り在庫として仕入れております。商

品の仕入先と当社グループとの間ではカタログ掲載期間は原則として同一仕入れ価格で安定供給を

していただいております。しかしながらＰＰＣペーパーを含めた取り扱い製品の原材料の高騰等に

より、仕入原価の上昇や安定的供給が受けられないという事態が発生した場合、また、カタログ掲

載商品に重大な瑕疵がありカタログを回収せざるを得ない事態が発生した場合、さらに在庫に関し

て商品の適正在庫の予測を誤った場合の欠品による機会損失の発生した場合、当社グループの財政

状態及び経営成績に与える可能性があります。 

 

⑤ 当社ビジネスモデルにおけるディーラーの役割について 

当社はビジネスモデルにおいて営業アウトソースとして、ディーラーの役割が大きな役割を担っ

ております。ディーラーに倒産等の事由が生じた場合には、当該ディーラーが担当しているユーザ

ーを後任のディーラーが速やかに顧客化するため、当社の業績に与える影響は限定的であります。

しかし、ディーラーの倒産や支払い遅延等によって回収リスクが発生する可能性があります。ユー

ザーとのコミュニケーションが間接的となるために当社製品及びサービスに対してユーザーの要望

が充分反映しにくくなることも考えられます。 

 

⑥ 情報セキュリティーについて 

当社は、これらの情報とユーザー登録が連動したデータベースを構築し、サーバーに集積、蓄積

しておりますが、関連する部署の役職員は、随時これらの情報を閲覧、分析することが可能となっ
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ております。 

この為、当社は情報管理に関する規程を設け、関連する部署の役職員に対して情報の秘密保持を

義務付ける等、保有する情報が外部に漏洩しないよう管理体制の整備、強化に努めており、平成17

年５月にＩＳＭＳ認証を取得いたしました。ＩＳＭＳ認証取得過程においては、個人データの管理

も考慮して、対応準備をいたしました。当社における個人データとしては、（イ）ユーザーの発注

担当者名（ロ）株主名（ハ）従業員名が挙げられます。さらに、開示要求に対応したルールを策定

し、社内における運用を徹底してまいります。 

従業員並びにアウトソーサーへの教育、情報管理の徹底を図るべく 大限の努力はいたしますが

漏洩事件等の発生のリスクは否めません。この場合、信用低下による売上減少や損害賠償費用など

により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年５月20日) 
当連結会計年度 

(平成18年５月20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  1,380,793  2,032,709

２ 受取手形及び売掛金 ※５ 4,138,598  4,542,137

３ たな卸資産  1,085,324  1,082,099

４ 繰延税金資産  32,077  45,944

５ その他  235,684  229,210

  貸倒引当金  △4,926  △58,932

流動資産合計  6,867,552 91.3  7,873,170 90.8

Ⅱ 固定資産   

１  有形固定資産 ※１ 34,904 0.5  34,114 0.4

２ 無形固定資産   

(1)  ソフトウエア  403,641  403,090

(2) その他  8,970  8,661

無形固定資産合計  412,612 5.5  411,751 4.7

３ 投資その他の資産   

(1)  投資有価証券 ※４ 20,080  19,846

(2)  敷金・保証金  181,352  295,497

(3)  繰延税金資産  －  35,689

(4)  その他  2,393  2,987

投資その他の資産合計  203,825 2.7  354,020 4.1

固定資産合計  651,342 8.7  799,886 9.2

資産合計  7,518,894 100.0  8,673,056 100.0
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前連結会計年度 
(平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成18年５月20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   支払手形及び買掛金  4,476,817  4,861,095

２  未払金  468,162  445,981

３  未払法人税等  30,527  187,354

４  返品調整引当金  3,472  2,527

５  その他  92,782  87,013

流動負債合計  5,071,763 67.4  5,583,970 64.4

Ⅱ 固定負債   

１  退職給付引当金  44,816  57,840

２  受入保証金  1,502,500  1,393,000

３  繰延税金負債  15  ―

４  その他  28,888  28,888

固定負債合計  1,576,219 21.0  1,479,728 17.0

負債合計  6,647,983 88.4  7,063,699 81.4

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 994,500 13.2  ― ―

Ⅱ 利益剰余金  △123,611 △1.6  ― ―

Ⅲ その他有価証券評価差額金  23 0.0  ― ―

資本合計  870,911 11.6  ― ―

負債及び資本合計  7,518,894 100.0  ― ―

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ―  1,194,700 13.8

２ 資本剰余金  ― ―  281,200 3.3

３ 利益剰余金  ― ―  142,519 1.6

４ 自己株式  ― ―  △8,956 △0.1

株主資本合計  ― ―  1,609,462 18.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 ― ―  △106 △0.0

評価・換算差額等合計  ― ―  △106 △0.0

純資産合計  ― ―  1,609,356 18.6

負債純資産合計  ― ―  8,673,056 100.0
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②【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20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  17,976,516 100.0  19,024,974 100.0

Ⅱ 売上原価  13,376,776 74.4  14,226,039 74.8

売上総利益  4,599,740 25.6  4,798,935 25.2

返品調整引当金戻入額  2,498 0.0  3,472 0.0

返品調整引当金繰入額  3,472 0.0  2,527 0.0

差引売上総利益  4,598,766 25.6  4,799,880 25.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 4,145,439 23.1  4,380,798 23.0

営業利益  453,326 2.5  419,081 2.2

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  6,844 5,467 

２ 消耗品売却収入  18,330 18,046 

３ 破損商品等賠償金  9,223 10,982 

４ その他  2,652 37,051 0.2 5,530 40,026 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 手形売却損  1,748 476 

２ 株式公開費用  ― 40,544 

３ その他  ― 1,748 0.0 1,128 42,149 0.2

経常利益  488,629 2.7  416,958 2.2

Ⅵ 特別利益   

１  過年度電気料等 
  負担金戻入 

 38,920 38,920 0.2 ― ― ―

Ⅶ 特別損失   

１ 投資有価証券評価損  2,999 ― 

２  役員退職慰労金  28,050  ― 

３  固定資産除却損 ※２ ― 31,049 0.1 5,976 5,976 0.0

税金等調整前 
当期純利益 

 496,499 2.8  410,981 2.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 20,300 194,334 

法人税等調整額  △32,077 △11,777 △0.0 △49,483 144,850 0.8

当期純利益  508,277 2.8  266,131 1.4
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③ 【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △631,889 

   

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  508,277 508,277 

   

Ⅲ 利益剰余金期末残高  
 

△123,611 
 

    

 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

（単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年５月20日残高 994,500 ― △123,611 ― 870,888

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 200,200 281,200 ― ― 481,400

 当期純利益 ― ― 266,131 ― 266,131

 自己株式の取得 ― ― ― △8,956 △8,956

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額 
合計 

200,200 281,200 266,131 △8,956 738,574

平成18年５月20日残高 1,194,700 281,200 142,519 △8,956 1,609,462

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年５月20日残高 23 23 870,911

連結会計年度中の変動額 

 新株の発行 ― ― 481,400

 当期純利益 ― ― 266,131

 自己株式の取得 ― ― △8,956

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額) △129 △129 △129

連結会計年度中の変動額 
合計 

△129 △129 738,445

平成18年５月20日残高 △106 △106 1,609,356
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20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    

1.税金等調整前当期純利益  496,499 410,981 

2.減価償却費  160,608 140,005 

3.投資有価証券評価損  2,999 ― 

4.貸倒引当金の増加又は減少額（△）  △4,594 54,006 

5.退職給付引当金の増加額  18,440 13,024 
6.返品調整引当金の増加又は減少額
（△） 

 974 △945 

7.受取利息及び受取配当金  △6,844 △5,467 

8.手形売却損  1,748 476 

9.固定資産除却損  ― 5,976 

10.売上債権の増加額  △5,557 △403,538 

11.たな卸資産の増加（△）又は減少額  △134,085 3,224 

12.仕入債務の増加額  246,931 384,277 

13.未払金の減少額  ― △24,831 

14.受入保証金の減少額  △152,000 △109,500 

15.その他  31,260 △9,525 

小計  656,380 458,165 

16.利息及び配当金の受取額  6,836 5,483 

17.手形売却による支払額  △1,748 △476 

18.法人税等の支払額  △1,459 △27,278 

営業活動によるキャッシュ・フロー  660,009 435,892 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

1.有形固定資産の取得による支出  △6,027 △15,549 

2.ソフトウエアの取得による支出  △12,940 △126,131 

3.投資有価証券の取得による支出  △39,997 ― 

4.投資有価証券の売却による収入  19,974 ― 

5.保証金差入による支出  ― △170,718 

6.差入保証金の回収による収入  ― 56,573 

7.その他  △9,057 △593 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △48,047 △256,420 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

1.株式の発行による収入  ― 481,400 

2.自己株式の取得による支出  ― △8,956 

財務活動によるキャッシュ・フロー  ― 472,443 

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  611,961 651,915 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  768,831 1,380,793 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,380,793 2,032,709 

    

 

 - 18 -



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称  (株) Ｂ to Ｂ 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない関連会社の名称 

(株)ジービット 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期純損益

（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から除外して

おります。 

持分法を適用しない関連会社の名称 

同左 

持分法を適用しない理由 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

４ 重要な会計処理基準に関

する事項 

 

(１) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法

により算定）なお、時価のあ

るその他有価証券のうち、

「取得原価」と「債券金額」

の差額の性格が金利の調整と

認められるものについては、

移動平均法による償却原価法

により原価を算定しておりま

す。 

(１) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

 ② たな卸資産 

(ⅰ)商品 

移動平均法による原価法

(ⅱ)貯蔵品 

終仕入原価法による原

価法 

② たな卸資産 

(ⅰ)商品 

同左 

(ⅱ)貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

 (２) 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 

耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によってお

ります。 

② 無形固定資産 

定額法 

自社利用のソフトウエアに

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 

(２) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 (３) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れに備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

② 返品調整引当金 

エンドユーザーからの連結

会計年度末日後の返品損失に

備えるため、過去の返品率等

を勘案し、将来の返品に伴う

損失予想額を計上しておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき、計上しております。

(３) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

② 返品調整引当金 

同左 

 

 

 

 

 

③ 退職給付引当金 

同左 

 

 (４) 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

のファイナインス・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。 

(４) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (５) その他の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 

税抜方式によっております。 

(５) その他の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 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

つきましては、全面時価評価法によっ

ております。 

同左 

６ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

利益処分又は損失処理の取扱い方法 

連結会計年度中に確定した利益処分

又は損失処理に基づいております。 

― 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金等価物）は、

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 

 

連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

 １ 固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度から「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」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）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。 

 ２ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準｣（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針｣（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しており

ます。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は､1,609,356

千円であります。 

  なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 
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表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において「投資有価証券」は投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「投資有価証券」の金額は、

3,000千円であります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「貸倒引当金の減少額」は、前連結会計年度は

「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増

したため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれている「貸倒引当金の減少

額」は、55千円であります。 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローとして独立掲記しておりました「未収入金の減少

額」（当連結会計年度 9,356千円増加）は、表示科目

の見直しを行ったことにより（金額の重要性）、当連結

会計年度においては「その他」に含めて表示しておりま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「未払金の減少額」は、前連結会計年度は「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増した

ため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれている「未払金の減少額」

は、3,086千円であります 

 

追加情報 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

１．「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度か

ら「法人事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては販売費及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が10,229千円増

加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が10,229千円減少しております。 

２．提出会社は平成16年８月５日の株主総会をもって役

員退職慰労金制度を廃止しました。この役員退職慰

労金制度の廃止に伴い、株主総会までの在任期間に

対する退職慰労金を退任時に支給することとしたた

め、役員退職慰労金28,050千円を特別損失に計上

し、未払金を固定負債の「その他」に含めて表示し

ております。 

 

 

 - 22 -



 注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

(平成17年５月20日) 
当連結会計年度 

(平成18年５月20日) 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

33,104千円
 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

41,883千円
 

※２ 発行済株式総数 

    発行済株式総数 

        普通株式       19,890,000株

※２ ― 

 ３ 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権に

対する貸倒引当金を直接控除して表示しておりま

す。 

破産債権、更生債権その他
これらに準ずる債権 

14,704千円

貸倒引当金 △14,704千円

 －  千円
 

 ３ 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権に

対する貸倒引当金を直接控除して表示しておりま

す。 

破産債権、更生債権その他
これらに準ずる債権 

17,119千円

貸倒引当金 △17,119千円

 －  千円
 

※４ 担保提供資産 

    担保に供している資産 

        投資有価証券      20,080千円

※４ ― 

※５ ― ※５ 期末日の満期手形 

    連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。 

    受取手形          124,805千円 

 

(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当 427,181千円

退職給付費用 19,370 

配送運賃 409,741 

業務外注費 1,233,151 

地代家賃 435,317 

賃借料 479,975 

貸倒引当金繰入 6,531 

減価償却費 160,608 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当 449,629千円

退職給付費用 21,535 

配送運賃 484,342 

業務外注費 1,312,638 

地代家賃 461,150 

賃借料 383,731 

貸倒引当金繰入 56,421 

減価償却費 140,005 
 

※２ ― 
    

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 

建物（建物附属設備） 5,976千円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計 
年度末株式数 

当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度
減少株式数 

当連結会計 
年度末株式数 

摘要 

発行済株式 
普通株式 

19,890,000株 2,328,000株 ― 22,218,000株 （注１）

合計 19,890,000株 2,328,000株 ― 22,218,000株 

自己株式 
普通株式 

― 26,450株 ― 26,450株 （注２）

合計 ― 26,450株 ― 26,450株 

（注１）発行済株式増加の2,000,000株は新株増資によるものであり、328,000株は新株予約権行使による

ものであります。 

（注２）自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 

新株予約

権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類 
前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円） 

提 出 会 社

（親会社） 

平成15年8月
新株予約権

普通株式 756,000 ― 331,000 425,000 ― 

（注）上記新株予約権のうち、権利行使可能なものについては、「（ストック・オプション等関係）

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況」に記載しております。 

 

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

１．現金及び現金等価物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年5月20日）

現金及び預金 1,380,793千円

現金及び現金同等物 1,380,793
  

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年5月20日）

現金及び預金 2,032,709千円

現金及び現金同等物          2,032,709
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(リース取引関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

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 

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) 

機械装置 9,850 4,924 4,925
工具器具及び
備品 

182,623 115,386 67,237

ソフトウエア 1,363,689 940,099 423,589

合計 1,556,163 1,060,411 495,752

 

 
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) 

機械装置 170,950 11,035 159,914
車両運搬具 8,695 1,994 6,700
工具器具及び
備品 

229,116 81,077 148,038

ソフトウエア 653,989 363,261 290,727

合計 1,062,750 457,369 605,381

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 180,095千円

１年超 333,186千円

合計 513,281千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 183,034千円

１年超 434,691千円

合計 617,725千円
 

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 336,096千円

減価償却費相当額 306,406千円

支払利息相当額 16,238千円
 

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 217,231千円

減価償却費相当額 206,160千円

支払利息相当額 13,821千円
 

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 

 (減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

   

 オペレーティング･リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 644千円

１年超 2,148千円

合計 2,792千円
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(有価証券関係) 

前連結会計年度（平成17年5月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1) 債券  連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの  ①国債・地方債等 20,040 20,080 39

合計 20,040 20,080 39

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日) 

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

19,974 19 － 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券 

非上場株式 ０

（注）当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損2,999千円を計上しております。 

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 

 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円）

１ 債券     

 (1) 国債・地方債等 － 20,000 － － 

合計 － 20,000 － － 

 

 - 26 -



当連結会計年度（平成18年5月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1) 債券  連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの  ①国債・地方債等 20,024 19,846 178

合計 20,024 19,846 178

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

－ － － 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券 

非上場株式 0

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 

 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円）

１ 債券     

 (1) 国債・地方債等 － 20,000 － － 

合計 － 20,000 － － 
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 

 
前連結会計年度 

(平成17年５月20日) 
当連結会計年度 

(平成18年５月20日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けて

おります。なお、退職給付算定は簡便法によってお

ります。 

１．採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けて

おります。なお、退職給付算定は簡便法によってお

ります。 

２．退職給付債務に関する事項 

  （平成17年5月20日現在） 

(1) 退職給付債務 44,816千円

(2) 退職給付引当金 44,816千円
 

２．退職給付債務に関する事項 

  （平成18年5月20日現在） 

(1) 退職給付債務 57,840千円

(2) 退職給付引当金 57,840千円
 

３．退職給付費用に関する事項 

  （自 平成16年5月21日 至 平成17年5月20日） 

退職給付費用 19,370千円
 

３．退職給付費用に関する事項 

  （自 平成17年5月21日 至 平成18年5月20日） 

退職給付費用 21,535千円
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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(平成17年５月20日) 
当連結会計年度 

(平成18年５月20日) 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

    

流動資産「繰延税金資産」     （千円） 

貸倒引当金 5,258

退職給付引当金 18,235

返品調整引当金 1,412

未払賞与 13,540

未払事業税 5,483

未払事業所税 4,091

投資有価証券評価損 5,367

役員退職慰労金否認 11,413

その他 8,028

 計 72,830

評価性引当額 △  40,752

繰延税金資産 32,077

 

   固定負債「繰延税金負債」         

その他有価証券評価差額金 15

繰延税金負債 15
  

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

   

流動資産「繰延税金資産」     （千円） 

貸倒引当金 22,741

返品調整引当金 1,028

未払賞与 12,817

未払事業税 16,308

未払事業所税 4,526

その他 4,431

評価性引当額 △15,908

 繰延税金資産合計 45,944

 

固定資産「繰延税金資産」 

貸倒引当金 5,899

退職給付引当金 23,535

役員退職慰労金否認 11,413

投資有価証券評価損 5,367

その他有価証券評価差額 72

その他 667

評価性引当額 △11,266

繰延税金資産合計 35,689
   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7%

評価性引当額の純増減 △ 43.7%

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.8%

その他 △  0.2%

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

△  2.4%

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7%

評価性引当額の純増減 △3.5%

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

1.5%

留保金課税 1.6%

住民税均等割額 1.7%

ＩＴ投資減税 △6.9%

その他 0.1%

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

35.2%
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(セグメント情報) 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日) 

 

 当社及び連結子会社の事業は、ソリューション事業ならびに付帯業務の単一事業であります。従いまして、開

示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

 

 当社及び連結子会社の事業は、ソリューション事業ならびに付帯業務の単一事業であります。従いまして、開

示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日) 

 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日) 

 

海外売上がないため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

 

海外売上がないため、記載を省略しております。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 
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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

商品の仕入
 

873,584 支払手形 301,489

  
 

買掛金 
 

70,723

不動産の 
賃借 
 

29,928 
敷金・保
証金 

14,758

ソフトウエ
ア等のリー
ス 

89,304 
未払金 
 

15,310

   

親会社 
プ ラ ス
(株) 

東京都
文京区 

7,798,300 
文具・オフ
ィス家具等
の製造販売 

被所有 
直接 
62.34 

 
間接 
5.03 

役員4名
商品の仕
入先 

 
 

  

(注) １ 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。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  不動産賃借取引については、近隣の相場等を参考に交渉の上決定しております。 

  商品取引については、市場価格を参考に交渉の上決定しております。 

      ソフトウエア等のリース取引については、リース会社との取引価格を参考に交渉の上決定しております。 

３  プラス株式会社は当社の取締役である今泉 嘉久が代表取締役に就任しており、同社との取引はいわゆ

る第三者との取引であります。 

    ４  商品の仕入については、上記のほか、平成17年４月21日付でプラス㈱と合併したジョインテックス㈱か

らの仕入21,140千円があります。 

 

２ 兄弟会社等 

 

関係内容 
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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社
の子会
社 

プラスロ
ジスティ
クス(株) 

東京都
文京区 

400,000 
オフィス関
連事業 

被所有 
直接 
5.03 

役員１名
商品の物
流委託等

商品の物流
等 

2,080,237 未払金 174,577

(注) １ 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。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引については、市場価格を参考に交渉の上決定しております。 
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当連結会計年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 
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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

商品の仕入
 

923,462 支払手形 303,000

  
 

買掛金 
 

80,969

不動産の 
賃借 
 

29,318 
敷金・保
証金 

14,758

ソフトウエ
ア等のリー
ス 

86,341 
未払金 
 

5,226

 
 

  

親会社 
プ ラ ス
(株) 

東京都
文京区 

1,321,300 
文具・オフ
ィス家具等
の製造販売 

被所有 
直接 
44.56 
間接 
5.91 

（16.37）

役員1 
名 

商品の仕
入先 

 
 

  

(注) １ 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。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  不動産賃借取引については、近隣の相場等を参考に交渉の上決定しております。 

  商品取引については、市場価格を参考に交渉の上決定しております。 

      ソフトウエア等のリース取引については、リース会社との取引価格を参考に交渉の上決定しております。 

３ 議決権等の所有(被所有)割合の欄の（ ）内は、緊密な者または同意している者の所有割合で、外数で

あります。 

４ プラス株式会社は、平成17年９月９日に減資を実施したため、資本金が減少しております。 

 

２ 兄弟会社等 

 

関係内容 
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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社
の子会
社 

プラスロ
ジスティ
クス(株) 

東京都
文京区 

400,000 
オフィス関
連事業 

被所有 
直接 
4.55 

役員１名
商品の物
流委託等

商品の物流
等 

1,910,785 未払金 118,535

(注) １ 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。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引については、市場価格を参考に交渉の上決定しております。 
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(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度（自 平成17年５月21日 至 18年５月20日） 
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

 平成15年８月 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役 ２名 
当社監査役 １名 
当社従業員７４名 

ストック・オプション数
（注）１ 

普通株式760,000株 

付与日 平成15年８月６日 

権利確定条件 （注）２ 

対象勤務期間 平成16年１月31日～平成17年８月６日 

権利行使期間 平成17年８月７日～平成25年８月６日 

権利行使条件 （注）３ 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 
２  付与日（平成15年８月６日）以降、権利行使期間（平成17年８月７日～平成25年８

月６日）まで上記付与対象者の地位にあることを要する。 
３ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社
の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。 
ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限
りではない。 

② 新株予約権行使日の前日の店頭登録市場又は証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値又は日本証券業協会が公表する当社普通株式の午後３時現在におけ
る直近の売買価格が、１株当りの払込価額の１．５倍以上であることを要する。 

⑦ その他の条件は、本総会決議及び平成15年12月９日の新株予約権 
⑧ 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

割当契約書」に定めるところによる。 
 
（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

 平成15年８月 

権利確定前 （株）  
前連結会計年度末 756,000 

付与 ― 
失効 ― 

権利確定 756,000 
未確定残 ― 

権利確定後 （株）  
前連結会計年度末 ― 

権利確定 756,000 
権利行使 328,000 

失効 3,000 
未行使残 425,000 

 
② 単価情報 

 平成15年８月 

権利行使価格（円） 50 

行使時平均株価（円） 236 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

１株当たり純資産額 43円79銭 １株当たり純資産額 72円52銭 

１株当たり当期純利益 25円55銭 １株当たり当期純利益 12円40銭 

なお、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、当社株式は非上場か

つ非登録であり、期中平均株価の把握が困難なため記載

しておりません。 

潜在株式調整後１株当り当期純利益 12円08銭 

 

 

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎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 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 508,277 266,131

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） 508,277 266,131

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,890 21,457

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数 ― 564

（うち新株予約権（千株）） ― （564）

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） 
株主総会の特別決議日 
平成15年８月６日 
（普通株式756,000株） 
 

      ― 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

 （新株式の発行） 

提出会社株式は、平成17年７月15日に株式会社ジャス

ダック証券取引所の承認を得て、平成17年８月17日にジ

ャスダック証券取引所へ上場しております。提出会社は

上場にあたり平成17年７月15日及び平成17年７月29日開

催の取締役会において下記のとおり新株式発行を決議い

たしました。 

なお、下記新株式発行は平成17年８月16日に払込が完

了し、この結果、平成17年８月16日付けで資本金は 

1,186,500千円、資本準備金は 273,000千円、発行済株

式総数は21,890,000株となっております。 

①募集の方法  ブックビルディング方式による 

       一般募集 

②発行する株式  普通株式     2,000,000株 

の種類及び数  

③ 発行価額   １株につき       250円 

   一般募集はこの価額で行いました。 

④  引受価額   １株につき     232円50銭 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株 

式払込金として受け取った金額であります。 

なお、発行価額と引受価額との差額は、引受人 

の手取額となります。 

⑤発行価額    １株につき          192円 

        （資本組入額     96円） 

⑥発行価額の総額         384,000千円 

⑦払込金額の総額        465,000千円 

⑧資本組入額の総額            192,000千円 

⑨払込期日         平成17年８月16日 

⑩配当起算日        平成17年５月21日 

⑪資金の使途  全額今後計画している設備の投 

資資金に充当する予定であり 

ます。 
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品目別連結売上高 

品目別の販売実績は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ＰＣ・ＯＡ用品 7,737,535 43.0 8,380,619 44.1

事務用品 6,442,539 35.8 6,647,149 34.9

オフィス用品 1,767,829 9.8 1,837,158 9.7

その他商品 1,495,895 8.3 1,588,086 8.3

フィー収入 532,716 3.0 571,960 3.0

合計 17,976,516 100.0 19,024,974 100.0
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