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           （百万円未満切捨て）
 
1. 平成19年５月期の連結業績（平成18年５月21日～平成19年５月20日） 
 (1) 連 結 経 営 成 績 (％表示は、対前期増減率) 

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

平成19年５月期 19,657 (3.3) 317 (△24.2) 357 (△14.3) 181 (△32.0) 

平成18年５月期 19,024 (5.8) 419 （△7.6) 416 （△14.7) 266 （△47.6) 

 

 
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
営 業 利 益 率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

平成19年５月期 8 16 8 06 10.7 4.1 1.6 

平成18年５月期 12 40 12 08 21.5 5.2 2.2 
 
 (参考) 持分法投資損益 平成19年５月期     ―百万円 平成18年５月期     ―百万円  
    
 (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19年５月期 8,822 1,789 20.3 80 63 

平成18年５月期 8,673 1,609 18.6 72 52 
 
 (参考) 自己資本         平成19年５月期  1,789百万円   平成18年５月期 1,609百万円 
 
 (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19年５月期 229 △546 △0 1,714 

平成18年５月期 435 △256 472 2,032 

 
2. 配当の状況 
 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 
18年5月期 
19年5月期 

円 銭 

―  ― 

―  ― 

円 銭

―  ―

2 00

円 銭

―  ―

2 00

百万円

―

44

％ 

― 

24.5 

％

―

2.6

20年5月期
（予想） 

 
―  ― 

 

 
―  ―

 

 
―  ―

 
―

 

 
― 

 

 
―
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3. 平成20年５月期の連結業績予想（平成19年５月21日～平成20年５月20日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期 11,100 (14.9) △120 (―) △110 (―) △140 (―) △6 31

通  期 23,200 (18.0) 110 (△65.4) 140 (△60.8) 60 (△66.9) 2 70
 
 4.その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 

（２）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年5月期 22,231,000株  18年5月期 22,218,000株 

② 期末自己株式数          19年5月期 35,800株    18年5月期 26,450株 

 （注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「1株当

たり情報」をご覧ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．19年5月期の個別業績（平成18年5月21日～平成19年5月20日） 

（１）個別経営成績                              (％表示は、対前期増減率) 

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

平成19年５月期 19,633 (3.3) 316 (△23.8) 356 (△13.7) 180 (△31.6) 

平成18年５月期 19,000 (5.8) 414 （△8.5) 413 （△15.5) 263 （△48.2) 

 

 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

円 銭 円 銭 

平成19年５月期 8 13 8 03 

平成18年５月期 12 29 11 97 

 

（２）個別財政状態 

 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19年５月期 8,821 1,787 20.3 80 54 

平成18年５月期 8,679 1,607 18.5 72 46 

（参考）自己資本 19年5月期  1,787百万円  18年5月期  1,607百万円 

 

２．20年5月期の個別業績予想（平成19年5月21日～平成20年5月20日） 

                    （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期 11,100 (15.0) △120 (―) △110 (―) △140 (―) △6 31

通  期 23,200 (18.2) 110 (△65.2) 140 (△60.7) 60 (△66.8) 2 70
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度における我が国の経済は、企業の業績改善が続く中、設備投資も好調で、総

じて堅調に推移しました。雇用情勢も、一部に厳しさが残るものの、改善に広がりを見せてお

り、個人消費においても持ち直しの動きが見られました。 

 当社を取り巻く経営環境は、ユーザー企業ではコスト削減の取り組みが続いている中で、通

販事業者、納品店との競合が激しさを増すことに加え、仕入商品では、原油、各種素材価格の

上昇等による原価アップの影響が現れるという厳しい状況が続いております。 

 こうした環境の中で当社は、ディーラー、ユーザーとの関係強化に努め、「ついで便」を中

心としたＢＰＯ（注1）のフィービジネスでは、外資系大手保険会社との新規の大型事業が稼動

する等、着実に成果をあげ、売上高は引き続き増加を確保いたしました。また経費は、中途採

用や新入社員の定期採用による人件費増加、本社移転、東京新物流センターの賃借開始に伴う

一時費用等、中期ビジョン実現に向けた投資等の費用が増加いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、196億57百万円（前年同期比3.3％増）、売上総利

益は49億５百万円（同2.2％増）、販売費及び一般管理費は45億89百万円（同4.8％増）、営業

利益は３億17百万円（同24.2％減）、経常利益は３億57百万円（同14.3％減）、当期純利益は

１億81百万円（同32.0％減）となりました。 

（注1）ＢＰＯ：業務の外部委託（Business Process Outsourcing） 

②次期の見通し 

今後の経済状況につきましては、国内の民間需要に支えられて安定した景気が持続すること

が見込まれる一方、原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要があります。

労働需給は景気の長期持続とともにタイトとなっており、団塊の世代の退職等に伴い労働市場

の流動性は引き続き高まるものと考えております。また、内部統制の効いたマネジメントの要

請が一段と強まっていることから、ユーザー企業においては、内部統制に効果的なシステムを

活用したＢＰＯのニーズが高まってくるものと予想しております。 

 こうしたなかで、当社グループは、ディーラーとの連携を強め、ユーザー企業への提案営業

力を強化し、「ついで便」を活用した業務効率化ソリューションサービスの取り組みを進めて

まいります。引き続き、設備投資を進めるとともに、当社として金融商品取引法に対応した内

部統制向上に取り組み、信頼されるＢＰＯソリューション企業への転換を進めてまいります。 

 ビジネスモデルの転換を進める中で、新規採用、設備投資、内部統制等のコストが引き続き

見込まれます。当社としては、原価低減、フィービジネスの拡大、一般経費の削減等による収

益の改善に注力してまいりたいと考えております。 

以上により、通期連結ベースの業績としては売上高232億円（前年同期比18.0%増）、営業利

益は1億10百万円（同65.4％減）、経常利益は1億40百万円（同60.8%減）、当期純利益60百万円

(同66.9%減)を見込んでおります。 

 

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
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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。また、富士ゼロックス株式会社の子会社である富士ゼロックスインターフィール

ド株式会社が行うｅビジネスのオフィスサプライ商品販売事業において、富士ゼロックス株式

会社と業務提携に向けた協議を開始しておりますが、この業務提携が業績に与える影響につき

ましては現在折り込んでおりません。今後協議の内容を精査の上、見通しに影響が現れる場合

には速やかに公表いたします。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当連結会計年度末の総資産は、88億22百万円(前年同期比1.7％増）となりました。 

 流動資産は、75億99百万円（前年同期比3.5％減）、固定資産は、12億23百万円（前年同期比

53.0%増）となりました。流動資産の主な減少要因は、設備投資による現金及び預金の減少等に

よるものであります。 

固定資産の主な増加要因は、本社移転等に伴う設備、カタログデータベースシステム及びＷ

ｅｂサーバー切り替えに伴うソフトウェアの開発等により有形固定資産及び無形固定資産が３

億74百万円増加したものであります。 

（負債） 

 当連結会計年度末の負債合計は、70億33百万円（前年同期比0.4％減）となりました。流動負

債は、56億21百万円（前年同期比0.7％増）となり、その主な増加要因は、ソフトウェア取得の

未払いによるものです。固定負債は、14億11百万円（前年同期比4.6％減）となり、その主な減

少要因は、販売店の解約に伴う保証金返却等で受入保証金が73百万円減少したものであります。 

（純資産） 

 純資産は、17億89百万円（前年同期比11.2％増）となり、その主な増加要因は、当期純利益

１億81百万円の計上に伴う利益剰余金１億81百万円の増加によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は３億17百万円の

減少となり、17億14百万円（前年同期比15.6％減）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・フローの状況は、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、２億29百万円（前年同期比47.3％減）となりました。これ

は税金等調整前当期純利益３億53百万円、減価償却費１億77百万円、未払金の増加82百万円、

棚卸資産の減少43百万円等の増加要因に対して、売上債権の増加72百万円、受入保証金の減少

73百万円、法人税等の支払２億65百万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、５億46百万円（前年同期比113.2％増）となりました。これ

は、ソフトウェアの取得による支出３億94百万円、本社移転、物流センター移転に伴う保証金
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の差入れ82百万円、有形固定資産の取得による支出75百万円等の減少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） 

 財務活動の結果使用した資金は、０百万円となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期 

自己資本比率（％） 11.6 18.6 20.3

時価ベースの自己資本比率 － 58.3 35.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 

－ － －

インタレスト・カバレッジ･レシオ － － －

※自己資本比率：自己資本／総資産 

※時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

※インタレスト・カバレッジ･レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（３）会社の利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分に関する基本方針につきましては、当社は企業価値の持続的向上を図るとともに、

株主の皆様に対し積極的に利益を還元していくことを経営上の重要課題の一つと認識しており

ます。このような観点に立って、配当につきましては、安定性・継続性に配慮しつつ、業績や

配当性向等を総合的に判断のうえ実施することとしております。 

当期の利益配分につきましては、業績等総合的に勘案した上で、期末配当金として、一株に

つき２円とさせていただきたく存じます。 

また、次期の配当金については、上記方針に従って対応することといたしておりますが、具

体的な金額は未定であります。 

 

 

（４）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 国内の景気動向について 

 当社グループは国内向けの需要に対応しており国内の景気変動により業績等に影響が生じる

可能性があります。 

② 情報システムについて 

 当社グループの基盤である情報システムにおいて自然災害等の偶発的な事由によりネットワ

ーク機能が停止した場合、商品の受注・出荷に大きな影響を及ぼす恐れがあり、機会損失が生

じた場合や復旧費用が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ビジネスモデルの構築について 
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 当社の成長性の実現のため新たな事業活動への投資を行い、基幹システムの更新や設備投資

を実施してまいります。これらの投資費用について充分な効果検証を行ってまいりますが効果

が充分でない場合や遅れた場合に当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④カタログ発刊について 

 当社は約15,000アイテムの取扱商品をカタログに掲載しております。商品選定、カタログ製

作におきましては充分な調査と細心の注意を払っておりますが、商品の品質に重大な問題が発

生した場合、また、カタログ記載について重大な瑕疵が発見された場合、カタログの回収、再

作成等のコストが発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤原材料価格の高騰について 

 当社グループの取扱商品が原材料価格の高騰等により、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、さらに商品の欠品による機会損失が発生した場合、業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ディーラーの役割について 

 当社グループの営業活動は、ディーラー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、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。 

⑦サプライヤーとの関係について 

 当社グループは販売状況に応じてサプライヤーから商品供給を受ける体制を整えております

が、代替が困難な商品の供給が止まったときやサプライヤーが供給不能に陥った場合、当社の

販売に支障をきたす可能性があります。 

⑧事業協力関係にある会社との関係について 

 当社グループは、上記のようにディーラー、サプライヤーと事業連携関係にあるほか、業務

の一部または全部を外部の協力会社に委託することでビジネスモデルを維持しております。こ

れらディーラー、サプライヤー、ＩＴ及びロジスティクス等の事業協力関係にある会社の経営

状況の変化等により事業連携、業務委託等の維持ができなくなる場合には、当社の事業運営に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑨情報セキュリティについて 

 当社グループは情報管理に関する規程を設け、情報セキュリティマネジメントシステム（Ｉ

ＳＭＳ）の国際認証基準であるＩＳＯ27001認証を取得しております。しかし、予期せぬ事態に

より情報漏洩等の発生のリスクがあります。この場合、信用低下による売上減少や損害賠償費

用が発生する可能性があります。 

⑩コンプライアンスリスクについて 

 当社グループは各種法令、規制等に違反しないよう、内部統制機能の充実、コンプライアン

ス体制の強化を進めております。しかし、業務遂行にあたり不適切な行為、もしくは企業倫理

に反する行為等が発生した場合は対応に要する直接的な費用の負担が発生するだけではなく、

信頼を失うことにより業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．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 

 

注文 配達 

請求 支払 

請求 支払 

販売価格を含む 
取引条件の決定 

売上 物販 
サービス関連 
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）

チャーター便

宅配便による

ユーザー 

預かり品
(＊3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（*）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21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 ユーザー様の社内物品をお預かりし注文に応じて配送する「ついで便預かりサービス」。 

 

※ 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  

東京都港区 1,321,300
文具・オフィス
家具等の製造・
販売 

被所有 
50.45 
[5.91] 
（16.37） 

商品の仕入及び 
設備の賃借他 
 

（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1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。 
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３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

 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、法令順守と品質の高いサ

ービスの安定提供によって業務効率化をサポートし、高い信頼と顧客満足の実現に努めており

ます。 

 上記理念のもと、大手・中堅企業に対して、文具・オフィス生活用品等の調達システムと社

内物流業務のプラットフォームを提供し、総務部門のビジネスプロセスの効率化をお手伝いす

る企業を目指しております。また、ＩＴとロジスティクスとの複合的サービスにより、環境対

応に優れた効率性の高いソリューションの提供に努めてまいります。また、社会貢献意識の高

い従業員の育成に努め、個性と独創性の発揮によって、お客様はもとより従業員満足の高い企

業を目指してまいります。 

 当社グループは継続した投資により先駆的な事業基盤を確立し、企業価値の向上に取組み、

ステークホルダーの皆様の期待にお応えしてまいります。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、第２ステージ（注1）のビジョンとして、「企業ＭＲＯ（注2）購買におけ

るＢＰＯサービス提供のハブカンパニー」になることを掲げ、事業拡大に取組んでまいりまし

た。文具・オフィス生活用品の調達代行サービスに加え、購買管理者の支援システムである

「Bizm@nage（ビズマネージ）」と、ユーザー企業のオリジナル物品をお預かりし、当社システ

ムでお届けする「ついで便」預かりサービスを軸に、独自性と付加価値の高いビジネスモデル

の構築を目指してまいりました。今後は、「物流をコアにお客様の総務業務の効率化をサポー

トする最適システム」の構築に向かって事業の基盤整備とサービスメニューの強化に取組んで

まいります。 

（注1）第１ステージ：平成12年5月から平成17年5月までの5年間 

＊プラス株式会社より分社独立からＪＡＳＤＡＱ上場まで 

第２ステージ：平成17年6月から平成22年5月までの5年間 

（注2）ＭＲＯ：企業が経費で購入する非生産財、間接材（Maintenance Repair and Operations） 

 

（３）会社の対処すべき課題 

当社グループは、当社のＢＰＯシステムの事業基盤を活かし、大手企業、官公庁のＭＲＯ調

達業務に対するサービス能力、ソリューション能力の向上を図り、ＢＰＯサービス提供のハブ

カンパニーになることを事業目標としております。 

この事業目標を達成する為に、文具・オフィス用品の調達代行と、「Bizm@nage」「ついで

便」等のサービスの強化に取り組み、設備投資、IT投資を実行するとともに、内部統制の効い

た業務プロセスを構築し、独創性・柔軟性のある企業活動を展開してまいります。 

 

営業面では、チャネル特性別にマーケティング戦略に取組み、きめ細やかな営業支援ツール

を用意し、ディーラー営業のサポートを強化いたします。ＩＴ・商品開発・物流・購買等のチ

ームが連携しソリューション提案力を向上いたします。大阪・名古屋・大宮・仙台の営業拠点

を整備し、各地区のディーラーとの連携を強め、大手企業の地方拠点・公的セクターへのサー
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ビスを充実してまいります。また、カスタマーコンタクトセンターを通じた企業の皆様の声に

より、さらにきめ細やかなお客様対応を行ってまいります。 

マーケティング面では環境購買に対応したプライベートブランド商品「ECOBIZ（エコビ

ズ）」の品揃え強化に努めるとともに、環境購買専用カタログを発刊する等、企業ニーズに対

応したマーケティングに取組んでまいります。また、５月に新設した購買部を活用し、サプラ

イヤーとのコミュニケーションを高めるとともに営業施策と連動した購買を実現してまいりま

す。 

物流面では、本年７月に東京センターの新設移転に加え、本年度中に大阪センター機能の強

化を行い、受注、物流配送能力、顧客サービスの向上を図るとともに、新在庫管理システムの

導入により、サプライヤーとの連携を一層強化し、物流コストを削減し、環境に配慮した物流

システムの改善にも取り組んでまいります。 

さらに、ユーザーニーズに対応したサービスを展開していくため、業務提携も含めたＢＰＯ

サービスのネットワークを拡充してまいります。 

システム面ではＢＰＯアプリケーションサービスの開発に注力し、内部統制の完成度を高め、

品質の向上と安定したＢＰＯサービスの提供に向け、次期システムを開発してまいります。 

当社グループは、営業力の強化、事業リスクのコントロール、資産効率の向上に取り組むこ

とを不可欠な課題と考えております。営業、マーケティング、物流、ＩＴ、この４つの部門が

十分に連携し、ソリューション能力を発揮して目標達成に取り組んでまいります。 

 

 

（４）内部管理体制の整備・運用状況 

内部管理体制の整備・運用状況は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」に記載しております。 
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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18年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成19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  2,032,709  1,714,774

２ 受取手形及び売掛金 ※３ 4,542,137  4,614,950

３ 有価証券  ―  19,944

４ たな卸資産  1,082,099  1,038,389

５ 繰延税金資産  45,944  49,026

６ その他  229,210  221,999

  貸倒引当金  △58,932  △59,766

流動資産合計  7,873,170 90.8  7,599,318 86.1

Ⅱ 固定資産   

１  有形固定資産 ※１ 34,114 0.4  88,675 1.0

２ 無形固定資産   

(1)  ソフトウエア  403,090  516,846

(2) その他  8,661  214,366

無形固定資産合計  411,751 4.7  731,213 8.3

３ 投資その他の資産   

(1)  投資有価証券  19,846  3,166

(2)  敷金・保証金  295,497  367,607

(3)  繰延税金資産  35,689  26,712

(4)  その他  2,987  6,303

投資その他の資産合計  354,020 4.1  403,789 4.6

固定資産合計  799,886 9.2  1,223,678 13.9

資産合計  8,673,056 100.0  8,822,996 100.0
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前連結会計年度 
(平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成19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  4,861,095  4,842,791

２  未払金  445,981  612,897

３  未払法人税等  194,197  83,085

４  返品調整引当金  2,527  1,675

５  その他  80,170  81,066

流動負債合計  5,583,970 64.4  5,621,516 63.7

Ⅱ 固定負債   

１  退職給付引当金  57,840  63,427

２ 受入保証金  1,393,000  1,319,500

３  その他  28,888  28,888

固定負債合計  1,479,728 17.0  1,411,815 16.0

負債合計  7,063,699 81.4  7,033,331 79.7

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  1,194,700 13.8  1,195,025 13.5

２ 資本剰余金  281,200 3.3  281,525 3.2

３ 利益剰余金  142,519 1.6  323,565 3.7

４ 自己株式  △8,956 △0.1  △10,393 △0.1

株主資本合計  1,609,462 18.6  1,789,722 20.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 △106 △0.0  △57 △0.0

評価・換算差額等合計  △106 △0.0  △57 △0.0

純資産合計  1,609,356 18.6  1,789,665 20.3

負債純資産合計  8,673,056 100.0  8,822,996 100.0
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②【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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  19,024,974 100.0  19,657,082 100.0

Ⅱ 売上原価  14,226,039 74.8  14,751,273 75.0

売上総利益  4,798,935 25.2  4,905,809 25.0

返品調整引当金戻入額  3,472 0.0  2,527 0.0

返品調整引当金繰入額  2,527 0.0  1,675 0.0

差引売上総利益  4,799,880 25.2  4,906,661 25.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 4,380,798 23.0  4,589,009 23.4

営業利益  419,081 2.2  317,651 1.6

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  5,467 5,822 

２ 消耗品売却収入  18,046 19,338 

３ 破損商品等賠償金  10,982 9,148 

４ その他  5,530 40,026 0.2 5,468 39,778 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 手形売却損  476 ― 

２ 株式公開費用  40,544 ― 

３ その他  1,128 42,149 0.2 ― ― ―

経常利益  416,958 2.2  357,429 1.8

Ⅵ 特別損失   

１  固定資産除却損 ※２ 5,976 5,976 0.0 4,194 4,194 0.0

税金等調整前 
当期純利益 

 410,981 2.2  353,234 1.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 194,334 166,327 

法人税等調整額  △49,483 144,850 0.8 5,861 172,189 0.9

当期純利益  266,131 1.4  181,045 0.9
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

前連結会計年度(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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当連結会計年度(自 平成18年５月21日 至 平成19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18年５月20日残高 1,194,700 281,200 142,519 △8,956 1,609,462

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 325 325 ― ― 650

 当期純利益 ― ― 181,045 ― 181,045

 自己株式の取得 ― ― ― △1,436 △1,436

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 

325 325 181,045 △1,436 180,259

平成19年５月20日残高 1,195,025 281,525 323,565 △10,393 1,789,722

 

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18年５月20日残高 △106 △106 1,609,356

連結会計年度中の変動額 

 新株の発行 ― ― 650

 当期純利益 ― ― 181,045

 自己株式の取得 ― ― △1,436

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額) 48 48 48

連結会計年度中の変動額 
合計 

48 48 180,308

平成19年５月20日残高 △57 △57 1,789,665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 15 -



ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

 

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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  410,981 353,234 

2.減価償却費  140,005 177,460 

3.貸倒引当金の増加額  54,006 833 

4.退職給付引当金の増加額  13,024 5,586 

5.返品調整引当金の減少額  △945 △852 

6.受取利息及び受取配当金  △5,467 △5,822 

7.手形売却損  476 ― 

8.固定資産除却損  5,976 4,194 

9.売上債権の増加額  △403,538 △72,812 

10.たな卸資産の減少額  3,224 43,710 

11.仕入債務の増加又は減少額（△）  384,277 △18,303 

12.未払金の増加又は減少額（△）  △24,831 82,856 

13.受入保証金の減少額  △109,500 △73,500 

14.その他  △9,525 △7,227 

小計  458,165 489,359 

15.利息及び配当金の受取額  5,483 5,838 

16.手形売却による支払額  △476 ― 

17.法人税等の支払額  △27,278 △265,630 

営業活動によるキャッシュ・フロー  435,892 229,567 

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  △15,549 △75,630 

2.無形固定資産の取得による支出  ― △1,254 

3.ソフトウエアの取得による支出  △126,131 △394,733 

4.投資有価証券の取得による支出  ― △3,197 

5.保証金差入による支出  △170,718 △82,970 

6.差入保証金の回収による収入  56,573 14,386 

7.その他  △593 △3,315 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △256,420 △546,715 

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  481,400 650 

2.自己株式の取得による支出  △8,956 △1,436 

財務活動によるキャッシュ・フロー  472,443 △786 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  651,915 △317,934 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,380,793 2,032,709 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  2,032,709 1,714,774 
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

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17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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、

全部純資産直入法により処理

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 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

(ⅰ)商品 

移動平均法による原価法

(ⅱ)貯蔵品 

最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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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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 

（追加情報） 

  当社は、平成18年5月に退職一時金

制度の一部について確定拠出年金制

度へ移行しております。 

  これによる当連結会計年度の損益

に与える影響額は、軽微でありま

す。 

 (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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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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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 注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 
(平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成19年５月20日) 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

41,883千円
 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

53,691千円
 

２ 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
 

２ 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 

14,527千円

貸倒引当金 △14,527千円

 －  千円
 

※３ 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 

※３ 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          122,624千円 

 

(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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 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 
 

※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 552,517千円

退職給付費用 24,428 

配送運賃 542,569 

業務外注費 1,364,175 

地代家賃 519,518 

賃借料 340,523 

貸倒引当金繰入 1,211 

減価償却費 177,460 
 

※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

 
    

※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） 111千円

工具器具及び備品 4,083千円

合計 4,194千円
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（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 2,238,000株 ― 22,218,000株 （注１）

合計 19,890,000株 2,238,000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。 

 

当連結会計年度（自 平成18年５月21日 至 平成19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 

22,218,000株 13,000株 ― 22,231,000株 （注１）

合計 22,218,000株 13,000株 ― 22,231,000株 

自己株式 
普通株式 

26,450株 9,350株 ― 35,800株 （注２）

合計 26,450株 9,350株 ― 35,800株 

（注１）発行済株式の増加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．配当に関する事項 
基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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19年7月11日

取締役会 
普通株式 44,390 利益剰余金 2.00 平成19年5月20日 平成19年8月10日

 

 

 

 (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17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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
  

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19年5月20日）

現金及び預金 1,714,774千円

現金及び現金同等物 1,714,774
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(リース取引関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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 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

 

 
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 36,122 134,827
車両運搬具 8,695 4,063 4,631
工具器具及び
備品 

240,854 124,148 116,706

ソフトウエア 671,799 490,998 180,800

合計 1,092,299 655,333 436,965

 

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
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 150,410千円

１年超 298,885千円

合計 449,296千円
 

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
 

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 203,960千円

減価償却費相当額 190,562千円

支払利息相当額 13,210千円
 

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。 

 

(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
 

オペレーティング･リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 188,830千円

１年超 2,683,171千円

合計 2,872,002千円
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

(有価証券関係) 

前連結会計年度（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 前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) 

該当事項はありません。 

 

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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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

当連結会計年度（平成19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) 株式 697 666 31

(2) 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 20,009 19,944 65

合計 20,706 20,610 96

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年５月21日 至 平成19年５月20日） 

該当事項はありません。  

 

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 

 

2,500  

 

 

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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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(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。 

 

当連結会計年度(自 平成18年５月21日 至 平成19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18年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成19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 

  当社は、平成18年5月に退職一時金制度の一部につ

いて確定拠出年金制度へ移行しております。 

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
 

２．退職給付債務に関する事項 

  （平成19年5月20日現在） 

(1) 退職給付債務 63,427千円

(2) 退職給付引当金 63,427千円
 

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
 

３．退職給付費用に関する事項 

  （自 平成18年5月21日 至 平成19年5月20日） 

退職給付費用 24,428千円
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 
(平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成19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 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

 
    

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 23,256

返品調整引当金 681

未払賞与 15,509

未払事業税 5,389

未払事業所税 5,272

有価証券評価差額 26

その他 15,318

評価性引当額 △16,428

 繰延税金資産合計 49,026

 

固定資産「繰延税金資産」 

貸倒引当金 5,911

退職給付引当金 25,808

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 12

その他 890

評価性引当額 △22,692

繰延税金資産合計 26,712
   

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%
 

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 1.8%

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

1.8%

留保金課税 2.9%

住民税均等割額 1.7%

その他 △0.1%

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

48.8%
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

(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。 

 

当連結会計年度(自 平成18年５月21日 至 平成19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。 

 

当連結会計年度(自 平成18年５月21日 至 平成19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。 

 

当連結会計年度(自 平成18年５月21日 至 平成19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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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(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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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

 

当連結会計年度(自 平成18年５月21日 至 平成19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

 
937,204 支払手形 313,317

 

買掛金 61,164

 
 
 
 
不動産の賃
借 
 

 
 

275 

ソフトウエ
ア等のリー
ス 

49,941 

未払金 
 
 
 

5,527

親会社 
プ ラ ス
(株) 

東京都
港区 

1,321,300 
文具・オフ
ィス家具等
の製造販売 

被所有 
直接 
44.54 
 

間接 
5.91 

（16.34）

― 

商品の仕
入他 
設備の賃
借等 

   

(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。 

    ソフトウェ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。 

 

 

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
豊島区 

400,000 
オフィス関
連事業 

被所有 
直接 
4.54 

― 
商品の物
流委託等

商品の物流
等 

 
 
1,288,433 
 
 
 

 
 
 
未払金 

 
 
 
87,691

親会社
の子会
社 

プラスス
ペースデ
ザイン㈱ 

東京都
港区 

100,000 
オフィス関
連事業 

― ― 
商品の仕
入他 

商品の仕入
等 

134,817 買掛金 92,377

(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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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

 

 (ストック・オプション等関係) 

前連結会計年度（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16年５月期 

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。 
③ 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16年５月期 

付与日 平成15年８月６日 

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16年５月期 

付与日 平成15年８月６日 

権利行使価格（円） 50 

行使時平均株価（円） 236 
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当連結会計年度（自 平成18年５月21日 至 19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16年５月期 

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。 
③ 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16年５月期 

付与日 平成15年８月６日 

権利確定前 （株）  
前連結会計年度末 ― 

付与 ― 
失効 ― 

権利確定 ― 
未確定残 ― 

権利確定後 （株）  
前連結会計年度末 425,000 
権利確定 ― 
権利行使 13,000 
失効 ― 

未行使残 412,000 

 
② 単価情報 

 平成16年５月期 

付与日 平成15年８月６日 

権利行使価格（円） 50 

行使時平均株価（円） 145 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

１株当たり純資産額 72円52銭 １株当たり純資産額 80円63銭 

１株当たり当期純利益 12円40銭 １株当たり当期純利益 8円16銭 

潜在株式調整後１株当り当期純利益 12円08銭 

 

潜在株式調整後１株当り当期純利益 8円06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17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 266,131 181,045

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） 266,131 181,045

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,457 22,189

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 564 286

（うち新株予約権（千株）） （564） （286）

 

（企業結合等） 

該当事項はありません。 
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

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17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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 8,380,619 44.1 8,596,944 43.8

事務用品 6,647,149 34.9 6,730,233 34.2

オフィス用品 1,837,158 9.7 1,999,799 10.2

その他商品 1,588,086 8.3 1,654,905 8.4

フィー収入 571,960 3.0 675,200 3.4

合計 19,024,974 100.0 19,657,082 100.0
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】

  
前事業年度 

(平成18年５月20日) 

当事業年度 

(平成19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  2,022,759  1,692,417

２ 受取手形 ※３ 1,421,462  1,487,042

３ 売掛金 ※１ 3,124,088  3,135,159

４ 有価証券  ―  19,944

５ 商品  1,068,490  1,024,192

６ 貯蔵品  13,111  14,154

７ 前払費用  28,948  31,475

８ 繰延税金資産  45,944  49,026

９ 未収入金  25,070  19,698

10 未収消費税等  ―  9,343

11 立替金  178,811  165,796

12 その他  110  10

貸倒引当金  △59,222  △60,077

流動資産合計  7,869,574 90.7  7,588,183 86.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

（1） 建物  6,151 52,601 

減価償却累計額  △1,114 5,036 △7,184 45,416

（2） 機械装置  2,794 2,794 

減価償却累計額  △1,154 1,639 △1,492 1,301

（3） 工具器具及び備品  67,052 86,972 

減価償却累計額  △39,614 27,438 △45,015 41,957

有形固定資産合計  34,114 0.4  88,675 1.0

２ 無形固定資産   

（1） 商標権  2,064  2,898

（2） ソフトウエア  398,290  516,846

（3） ソフトウエア仮勘定  4,800  204,871

（4） 電話加入権  6,596  6,596

無形固定資産合計  411,751 4.7  731,213 8.3

３ 投資その他の資産   

（1） 投資有価証券  19,846  3,166

（2） 関係会社株式  10,000  10,000

（3） 繰延税金資産  35,689  26,712

（4） 敷金・保証金 ※１ 295,497  367,607

（5） その他  2,987  6,303

投資その他の資産合計  364,020 4.2  413,789 4.7

固定資産合計  809,886 9.3  1,233,678 14.0

資産合計  8,679,460 100.0  8,821,862 100.0
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前事業年度 
(平成18年５月20日) 

当事業年度 
(平成19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 ※１ 3,369,663  3,444,619

２ 買掛金 ※１ 1,488,080  1,398,007

３ 未払金 ※１ 459,195  613,945

４ 未払費用  48,446  62,593

５ 未払法人税等  192,847  83,075

６ 未払消費税等  15,139  ―

７ 預り金  4,775  5,496

８ 返品調整引当金  2,527  1,675

９ その他  11,124  12,956

流動負債合計  5,591,799 64.4  5,622,369 63.7

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  57,840  63,427

２ 受入保証金  1,393,000  1,319,500

３ その他  28,888  28,888

固定負債合計  1,479,728 17.1  1,411,815 16.0

負債合計  7,071,528 81.5  7,034,185 79.7

   
 

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  1,194,700  13.8  1,195,025 13.5

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  281,200  281,525 

資本剰余金合計  281,200  3.2  281,525 3.2

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  141,095  321,577 

利益剰余金合計  141,095  1.6  321,577 3.7

４ 自己株式  △8,956 △0.1  △10,393 △0.1

株主資本合計  1,608,038  18.5  1,787,734 20.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 

差額金 
 △106 △0.0  △57 △0.0

評価・換算差額等合計  △106 △0.0  △57 △0.0

純資産合計  1,607,932  18.5  1,787,677 20.3

負債及び純資産合計  8,679,460 100.0  8,821,862 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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  19,000,971 100.0  19,633,662 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首商品たな卸高  1,065,071 1,068,490 

２ 当期商品仕入高 ※１ 14,272,982 14,742,227 

合計  15,338,054 15,810,718 

３ 他勘定振替高 ※３ 42,987 29,061 

４ 期末商品たな卸高  1,068,490 14,226,576 74.9 1,023,006 14,758,650 75.2

売上総利益  4,774,394 25.1  4,875,012 24.8

返品調整引当金戻入額  3,472 0.0  2,527 0.0

返品調整引当金繰入額  2,527 0.0  1,675 0.0

差引売上総利益  4,775,339 25.1  4,875,864 24.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 4,360,518 22.9  4,559,757 23.2

営業利益  414,820 2.2  316,106 1.6

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  5,467 5,794 

２ 消耗品売却収入  18,046 19,338 

３ 破損商品等賠償金  10,982 9,148 

４ その他  6,052 40,548 0.2 6,150 40,431 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 手形売却損  476 ― 

２ 株式公開費用  40,544 ― 

３ その他  1,095 42,115 0.2 ― ―

経常利益  413,253 2.2  356,538 1.8

Ⅵ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※４ 5,976 5,976 0.0 4,194 4,194 0.0

税引前当期純利益  407,277 2.2  352,343 1.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 193,000 166,000 

法人税等調整額  △49,483 143,516 0.8 5,861 171,861 0.9

当期純利益  263,761 1.4  180,482 0.9
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

平成17年５月20日残高 994,500 ― ― △122,665 △122,665

事業年度中の変動額  

 新株の発行 200,200 281,200 281,200 ― ―

 当期純利益 ― ― ― 263,761 263,761

自己株式の取得 ― ― ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 200,200 281,200 281,200 263,761 263,761

平成18年５月20日残高 1,194,700 281,200 281,200 141,095 141,095

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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 ― 871,834 23 23 871,857

事業年度中の変動額  

 新株の発行 ― 481,400 ― ― 481,400

 当期純利益 ― 263,761 ― ― 263,761

自己株式の取得 △8,956 △8,956 ― ― △8,956

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― ― △129 △129 △129

事業年度中の変動額合計 △8,956 736,205 △129 △129 736,075

平成18年５月20日残高 △8,956 1,608,038 △106 △106 1,607,932

- 37 - 



ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

当事業年度(自 平成18年５月21日 至 平成19年５月20日) 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

平成18年５月20日残高 1,194,700 281,200 281,200 141,095 141,095

事業年度中の変動額  

 新株の発行 325 325 325 ― ―

 当期純利益 ― ― ― 180,482 180,482

自己株式の取得 ― ― ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 325 325 325 180,482 180,482

平成19年５月20日残高 1,195,025 281,525 281,525 321,577 321,577

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

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18年５月20日残高 △8,956 1,608,038 △106 △106 1,607,932

事業年度中の変動額  

 新株の発行 ― 650 ― ― 650

 当期純利益 ― 180,482 ― ― 180,482

自己株式の取得 △1,436 △1,436 ― ― △1,436

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― ― 48 48 48

事業年度中の変動額合計 △1,436 179,696 48 48 179,744

平成19年５月20日残高 △10,393 1,787,734 △57 △57 1,787,677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 38 - 



ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(2)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、全部純資産直入

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。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

  

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

  移動平均法による原価法 

(1) 商品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定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。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (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) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

４ 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期末日後

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。 

(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 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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) 退職給付引当金 

同左 

 

（追加情報） 

  当社は、平成18年5月に退職一時金

制度の一部について確定拠出年金制

度へ移行しております。 

  これによる当事業年度の損益に与

える影響額は、軽微であります。 
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

５ 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 

６ その他財務諸表作成のた

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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

会計処理方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

１  固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度から「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 

当事業年度から「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、

1,607,932千円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成18年５月20日) 
当事業年度 

(平成19年５月20日) 

※１ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

※１ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

流動資産  

売掛金 64,268千円

  

固定資産  

敷金・保証金 14,758 

流動負債  

支払手形 303,000 

買掛金 80,969 

未払金 18,830 

  
 

流動資産  

売掛金 69,625千円

   

固定資産  

敷金・保証金 ― 

流動負債  

支払手形 313,317 

買掛金 61,164 

未払金 6,927 

  
 

２ 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。 

２ 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  

 ―  
 

破産債権、更生債権 
その他これらに準ずる債権 

14,527 千円

貸倒引当金 △14,527  

 ―  
 

※３ 期末日の満期手形 

期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、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

受取手形          124,805千円 

 

※３ 期末日の満期手形 

期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、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

受取手形          122,624千円 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

※１ 関係会社との取引に係る主なものが次のとおり含

まれております。 

※１ 関係会社との取引に係る主なものが次のとおり含

まれております。 

商品仕入高 923,462千円

販売費及び一般管理費 184,889 
 

商品仕入高 937,204千円

販売費及び一般管理費 123,949 
 

※２ 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。 

※２ 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 440,555千円

派遣人件費 97,348 

退職給付費用 21,535 

配送運賃 467,901 

業務外注費 1,312,638 

地代家賃 460,807 

貸倒引当金繰入 56,647 

通信費 113,851 

減価償却費 140,005 

賃借料 383,731 

支払手数料 141,731 

  

おおよその割合  

 販売費 63.7％ 

 一般管理費 36.3％ 
 

給与手当 463,527千円

派遣人件費 83,121 

退職給付費用 24,428 

配送運賃 523,328 

業務外注費 1,364,175 

地代家賃 519,255 

貸倒引当金繰入 1,232 

通信費 115,375 

減価償却費 177,460 

賃借料 340,523 

支払手数料 166,446 

  

おおよその割合  

 販売費 61.6％ 

 一般管理費 38.4％ 
 

※３ 他勘定振替高 

   販売費及び一般管理費への振替高であります。 

※３ 他勘定振替高 

   販売費及び一般管理費への振替高であります。 

※４ 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

    

※４ 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） 111千円

工具器具及び備品 4,083千円

合計 4,194千円
 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度（自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日） 

 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘要 

自己株式 
普通株式 

― 26,450株 ― 26,450株 （注） 

合計 ― 26,450株 ― 26,450株 

（注） 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。 

 

当事業年度（自 平成18年５月21日 至 平成19年５月20日） 

 前期末株式数 
当期増加株式

数 
当期減少株式数 当期末株式数 摘要 

自己株式 
 普通株式 

26,450株 9,350株 ― 35,800株 （注） 

合計 26,450株 9,350株 ― 35,800株 

（注） 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。 
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(リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19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 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

 

 
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 36,122 134,827
車両運搬具 8,695 4,063 4,631
工具器具及び
備品 

240,854 124,148 116,706

ソフトウエア 671,799 490,998 180,800

合計 1,092,299 655,333 436,965

 
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
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 150,410千円

１年超 298,885千円

合計 449,296千円
 

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
 

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 203,960千円

減価償却費相当額 190,562千円

支払利息相当額 13,210千円
 

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。 

 

(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
 

オペレーティング･リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 188,830千円

１年超 2,683,171千円

合計 2,872,002千円
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成18年５月20日) 

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。 

 

当事業年度(平成19年５月20日) 

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。 
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成18年５月20日) 
当事業年度 

(平成19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 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

 

         
  

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 23,256

返品調整引当金 681

未払賞与 15,509

未払事業税 5,389

未払事業所税 5,272

有価証券評価差額 26

その他 15,318

評価性引当額 △16,428

 繰延税金資産合計 49,026

 

固定資産「繰延税金資産」 

貸倒引当金 5,911

退職給付引当金 25,808

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 12

その他 890

評価性引当額 △22,692

繰延税金資産合計 26,712

 
    

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%
 

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 1.8%

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

1.8%

留保金課税 2.9%

住民税均等割額 1.7%

その他 △0.1%

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

48.8%
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ビズネット株式会社（3381） 平成19年５月期決算短信 

(１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

１株当たり純資産額 72円46銭

 

１株当たり純資産額 80円54銭

 

１株当たり当期純利益 12円29銭

 

１株当たり当期純利益 8円13銭

 

潜在株式調整後１株当り当期純利益 11円97銭

 

潜在株式調整後１株当り当期純利益 8円03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 

 
前事業年度 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 263,761 180,482

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) 263,761 180,482

普通株式の期中平均株式数(千株) 21,457 22,189

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 564 286

 （うち新株予約権（千株）） （564） （286）

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 

―       ― 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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