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(百万円未満切捨) 

１. 平成19年11月中間期の連結業績（平成19年５月21日～平成19年11月20日） 

(1) 連結経営成績                                         （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月中間期 10,569 （9.4) △111 ( ― ) △91 ( ― ) △63 ( ― ) 

18年11月中間期 9,663 （4.9) 145 （△34.9) 165 （△16.3) 87 （△43.0) 

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

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年11月中間期 △2 85 ― ― 

18年11月中間期 3 95 3 90 

19年５月期 8 16 8 06 

(参考) 持分法投資損益  19年11月中間期 －百万円  18年11月中間期  －百万円  19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

19年11月中間期 8,474 1,683 19.9 75 71 

18年11月中間期 8,060 1,695 21.0 76 44 

19年５月期 8,822 1,789 20.3 80 63 
(参考) 自己資本  19年11月中間期 1,683百万円   18年11月中間期 1,695百万円   19年5月期 1,789百万円 
 
(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

19年11月中間期 △227 △378 △41 1,068 

18年11月中間期 △79 △136 △0 1,815 

19年５月期 229 △546 △0 1,714 
 
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 

19年5月期 
円  銭 

0  00   
円  銭
2  00  

円  銭
2  00  

20年5月期 0  00   ― ― 

20年5月期（予想） ― ― ― 

 

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）          （％表示は対前期増減率） 

 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

通  期 23,200 18.0 110 △65.4 140 △60.8 60 △66.9 2 70
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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）中間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（中間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  有 

② ①以外の変更            無 

（注）詳細は、14ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数 19年11月中間期 22,278,000株 18年11月中間期 22,221,000株 19年5月期 22,231,000株 
（自己株式を含む） 

② 期末自己株式数 19年11月中間期 38,442株 18年11月中間期 33,610株 19年5月期 35,800株 

       （注） 1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26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． 平成19年11月中間期の個別業績（平成19年5月21日～平成19年11月20日） 

 （１）個別経営成績                                       （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
19年11月中間期 10,550 （9.3） △115 ( ― ) △94 ( ― ) △65 ( ― ) 

18年11月中間期 9,653 （4.9） 143 （△35.2） 164 （△16.5） 86 （△43.3）

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

 

 
1株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 
19年11月中間期 △2 95 

18年11月中間期 3 91 

19年５月期 8 13 

 

 （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 
19年11月中間期 8,469 1,679 19.8 75 53 

18年11月中間期 8,057 1,693 21.0 76 34 

19年５月期 8,821 1,787 20.3 80 54 

（参考） 自己資本  19年11月中間期 1,679百万円  18年11月中間期 1,693百万円  19年5月期 1,787百万円 
 

２．平成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）       （％表示は対前期増減率） 
 

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
通  期 

23,200 (18.2) 110 (△65.2) 140 (△60.7) 60 (△66.8) 2 70

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、上記数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

①当中間連結会計期間の経営成績 

 当中間連結会計期間における我が国の経済は、前半は好調な輸出や堅調な民間企業設備投資な

どに支えられ総じて拡大基調を維持しつつ推移してきましたが、後半には住宅投資の減少や原油

など諸原材料価格高騰、更にはサブプライムローン問題の影響などが懸念され、全般的にピーク

アウト感を強める状況となりました。 

 当社を取り巻く経営環境は、ユーザー企業では引続きコスト削減の取り組みが続く中で、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、各種原材料価格の上昇等に

より仕入原価に影響が現れるという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、売上高は前年同期比

９％を超える増加を確保いたしました。また「ついで便」を中心としたＢＰＯ（注1）のフィービ

ジネスでは、新規に採用されるユーザー数が確実に増加いたしました。さらに１０月１日からは、

当社倉庫以外に保管したままでもビズネットシステムのご利用が可能な「外部倉庫連携サービス」

を拡充し、すでに外資系大手保険会社でご利用いただいております。 

一方費用面では、引き続き売上原価、経費の削減に努めてまいりましたが、中途採用や新入社

員の定期採用による人件費増加、東京物流センターへの移転と機能増強、大阪物流センターの増

床等、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、当中間連結会計期間の売上高は105億69百万円（前年同期比9.4％増）、売上総利益

は26億75百万円（同10.2％増）、販売費及び一般管理費は27億87百万円（同22.1％増）、営業損失

は1億11百万円（前期中間営業利益 1億45百万円）、経常損失は91百万円（前期中間経常利益 1

億65百万円）、中間純損失は63百万円（前期中間純利益87百万円）となりました。 

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

②通期の見通し 

今後の経済状況につきましては、足下の個人消費は底堅くまた生産や在庫の状況もおおむね安定

的である一方、国際金融市場が不安定であることや、米国経済の先行きの減速リスク、さらには

原材料価格高騰などの影響が顕在化する可能性があることなどから、国内の景況感は下ぶれる懸

念があるものと予想されます。こうした中で当社といたしましては、競合事業者との競争激化や

諸コストの上昇圧力などには十分留意する必要があるものの、ユーザーの合理化対策や内部統制

に有効なシステムとしてのＢＰＯに対するニーズは、一層高まってくるものと認識しております。 

 当社グループでは、ディーラーとの連携を強め、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、中期ビ

ジョンに基づいて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を目指して事業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

善に引き続き注力してまいります。 
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平成19年11月27日には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サプライ事業について、三社間での業務提携契約を締結いたしました。本

件事業において当社は、富士ゼロックスインターフィールド株式会社に受注、出荷及び在庫管理

のためのシステムを提供し、また富士ゼロックスブランド商品をお預かりして在庫管理及び物流

オペレーションサービスを提供します。なお、富士ゼロックス株式会社の国内販売会社とは、従

来より、当社の主要ディーラーとして当社商品を販売していただいておりますが、本件事業開始

により、本件事業を通してのお取引となります。 

本件事業提携は当社事業基盤の強化と多様化に資するものと考えておりますが、このための追加

投資も検討しており、すでに東京物流センターの増設に着手しております。この結果、当社今期

の業績に与える影響ですが、本件事業では従来は商品売上に計上してきたものの一部が、預り商

品をお届けするフィー収入に替わるため、売上高は当初予想よりは若干減少する見込みですが、

一方収益面では、先行投資負担等が増加するものの、当初予想額を確保できるものと考えており

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。 

 

（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） 

 当中間連結会計期間末の総資産は、84億74百万円(前年同期比5.1％増）となりました。 

 流動資産は、69億29百万円（前年同期比3.6％減）、固定資産は、15億44百万円（前年同期比77.6%

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、東京物流センター移転や本社改装に伴う設備投資、及びソフトウエ

アの開発等により有形固定資産が1億17百万円増加及び無形固定資産が4億97百万円増加したもの

であります。 

（負債） 

 当中間連結会計期間末の負債合計は、67億90百万円（前年同期比6.7％増）となりました。流動

負債は、54億39百万円（前年同期比10.2％増）となり、その主な増加要因は、支払手形及び買掛

金が3億1百万円の増加及び未払金が2億12百万円増えたことによるものです。固定負債は、13億50

百万円（前年同期比5.3％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62百万円減少したものであります。 
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（純資産） 

 純資産は、利益剰余金の減少により16億83百万円（前年同期比0.7％減）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は6億46百万円の

減少となり、10億68百万円（前年同期比41.1％減）となりました。 

また、当中間連結会計期間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） 

 営業活動の結果使用した資金は、2億27百万円（前年同期比184.4％増）となりました。これは

売上債権の減少1億52百万円の増加要因に対して、税金等調整前中間純損失1億3百万円及び仕入債

務の減少1億93百万円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、3億78百万円（前年同期比176.4％増）となりました。これは

有形固定資産の取得で１億54百万円、及びソフトウエアの取得で2億73百万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、41百万円となりました。これは、配当金の支払43百万円等に

よるものです。 

（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 平成 20 年

５月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 8.4 11.6 18.5 18.6 21.0 20.3 19.9

時価ベースの自己資本比率 － － 80.0 58.3 36.6 35.2 28.9

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。 

※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（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。 

今期期末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。 
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２．企業集団の状況 
最近の有価証券報告書（平成１９年８月１０日提出）における「事業系統図（事業の内容）」お

よび「関係会社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

 

 

 

３．経営方針 
（１）目標とする経営指標 

 当社グループは企業価値の増大につなげるために投資や営業活動に加え、ポートフォリオ、リ

スクコントロールにも戦略性をもち、高い総資本回転率と高い従業員一人当たりの付加価値体質

を創造し、安定的な収益構造を確保し、ＲＯＥ、ＲＯＡの向上を目指して効率経営に取り組んで

まいります。 

 その他項目については、平成１９年５月期決算短信（平成１９年７月１１日開示）により開示

を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 

 （当社ホームページ） 

ＵＲＬ http://www.biznet.co.jp/

  （ジャスダックホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

ＵＲＬ http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

 

http://www.biznet.co.jp/
http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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４ 中間連結財務諸表等 

（１）中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年11月20日) 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,815,045 1,068,173  1,714,774

２ 受取手形及び売掛金 ※３  4,276,423 4,462,097  4,614,950

３ 有価証券   ― 19,992  19,944

４ たな卸資産   931,002 1,083,928  1,038,389

５ その他 ※４  229,933 355,917  271,026

貸倒引当金   △62,077 △60,200  △59,766

流動資産合計   7,190,328 89.2 6,929,908 81.8  7,599,318 86.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１  92,123 210,018  88,675

２ 無形固定資産    

(1)ソフトウエア   366,095 628,857  516,846

(2)その他   66,213 300,537  214,366

無形固定資産合計   432,308 929,394  731,213

３ 投資その他の資産 ※２  345,247 404,997  403,789

固定資産合計   869,680 10.8 1,544,410 18.2  1,223,678 13.9

資産合計   8,060,008 100.0 8,474,319 100.0  8,822,996 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年11月20日) 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(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

(％)
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   4,347,679 4,649,129  4,842,791

２ 未払金   434,578 647,313  612,897

３ 返品調整引当金   2,578 2,563  1,675

４ その他 ※４  153,464 140,679  164,151

流動負債合計   4,938,300 61.3 5,439,684 64.2  5,621,516 63.7

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   59,820 61,353  63,427

２ 受入保証金   1,337,000 1,274,500  1,319,500

３ その他   28,888 14,920  28,888

固定負債合計   1,425,708 17.7 1,350,773 15.9  1,411,815 16.0

負債合計   6,364,009 79.0 6,790,458 80.1  7,033,331 79.7

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   1,194,775 14.8 1,196,200 14.1  1,195,025 13.5

 ２ 資本剰余金   281,275 3.5 282,700 3.3  281,525 3.2

 ３ 利益剰余金   230,143 2.8 215,765 2.6  323,565 3.7

 ４ 自己株式   △10,098 △0.1 △10,706 △0.1  △10,393 △0.1

   株主資本合計   1,696,095 21.0 1,683,959 19.9  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 
  △95 △0.0 △97 △0.0  △57 △0.0

評価・換算差額等 

合計 
  △95 △0.0 △97 △0.0  △57 △0.0

純資産合計   1,695,999 21.0 1,683,861 19.9  1,789,665 20.3

負債及び純資産 

合計 
  8,060,008 100.0 8,474,319 100.0  8,822,996 100.0
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（２）中間連結損益計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年５月21日 

至 平成19年11月20日) 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

(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

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   9,663,605 100.0 10,569,868 100.0  19,657,082 100.0

Ⅱ 売上原価   7,236,399 74.9 7,893,349 74.7  14,751,273 75.0

売上総利益   2,427,206 25.1 2,676,518 25.3  4,905,809 25.0

返品調整引当金 

戻入額 
  2,527 0.0 1,675 0.0  2,527 0.0

返品調整引当金 

繰入額 
  2,578 0.0 2,563 0.0  1,675 0.0

差引売上総利益    2,427,155 25.1 2,675,630 25.3  4,906,661 25.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,282,088 23.6 2,787,397 26.4  4,589,009 23.4

営業利益又は営業損失

（△） 
  145,066 1.5 △111,766 △1.1  317,651 1.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,575 3,763 5,822 

２ 消耗品売却収入  9,674 10,096 19,338 

３ 破損商品等賠償金  4,795 3,711 9,148 

４ その他  3,466 20,512 0.2 5,200 22,771 0.2 5,468 39,778 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  ― 1,664 ― 

２ 手形売却損  ― ― 681 2,345 0.0 ― ―

経常利益又は経常損失

（△） 
  165,579 1.7 △91,340 △0.9  357,429 1.8

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 4,194 4,194 0.0 11,717 11,717 0.1 4,194 4,194 0.0

税金等調整前 

中間(当期)純利益 
  161,384 1.7 △103,058 △1.0  353,234 1.8

法人税、住民税 

及び事業税 
 60,408 4,801 166,327 

法人税等調整額  13,352 73,761 0.8 △44,449 △39,648 △0.4 5,861 172,189 0.9

中間(当期)純利益又は 

純損失（△） 
  87,623 0.9 △63,409 △0.6  181,045 0.9
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年５月21日 至 平成18年11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

中間連結会計期間中の変動額  

新株の発行 75 75 ― ― 150

中間純利益 ― ― 87,623 ― 87,623

自己株式の取得 ― ― ― △1,141 △1,141

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額） 

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額
合計 

75 75 87,623 △1,141 86,632

平成18年11月20日残高 1,194,775 281,275 230,143 △10,098 1,696,095

 

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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 ― ― 150

中間純利益 ― ― 87,623

自己株式の取得 ― ― △1,141

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額） 

10 10 10

中間連結会計期間中の変動額
合計 

10 10 86,642

平成18年11月20日残高 △95 △95 1,695,999

 

 

 

 

 

 



ビズネット株式会社（3381） 平成20年5月期 中間決算短信 

－ 11 － 

当中間連結会計期間(自 平成19年５月21日 至 平成19年11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19年5月20日残高 1,195,025 281,525 323,565 △10,393 1,789,722

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 1,175 1,175 ― ― 2,350

 剰余金の配当 ― ― △44,390 ― △44,390

 中間純損失 ― ― △63,409 ― △63,409

 自己株式の取得 ― ― ― △313 △313

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額(純
額) 

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額
合計 

1,175 1,175 △107,800 △313 △105,763

平成19年11月20日残高 1,196,200 282,700 215,765 △10,706 1,683,959

 

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19年5月20日残高 △57 △57 1,789,665

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― 2,350

 剰余金の配当 ― ― △44,390

 中間純損失 ― ― △63,409

 自己株式の取得 ― ― △313

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額(純
額) 

△40 △40 △40

中間連結会計期間中の変動額
合計 

△40 △40 △105,803

平成19年11月20日残高 △97 △97 1,683,861
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(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
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年５月21日 

至 平成19年11月20日) 

前連結会計年度 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

 (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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税金等調整前中間(当期) 

純利益（△損失） 
 161,384 △103,058 353,234

２．減価償却費  79,745 123,346 177,460

３．貸倒引当金の増加額  3,144 434 833

４．退職給付引当金の増加又 

は減少額(△) 
 1,979 △2,073 5,586

５．返品調整引当金の増加又 

は減少額(△) 
 51 888 △852

６．受取利息及び受取配当金  △2,575 △3,763 △5,822

７．支払利息   ― 1,664 ―

８．固定資産除却損  4,194 11,717 4,194

９．売上債権の増加（△）又は 

減少額 
 265,713 152,852 △72,812

10．たな卸資産の増加（△）又 

は減少額 
 151,097 △45,539 43,710

11．仕入債務の減少額（△）  △513,415 △193,662 △18,303

12. 未払金の増加又は減少額（△）  △27,243 △40,251 82,856

13．その他  △37,282 △64,319 △80,727

   小計  86,795 △161,765 489,359

14．利息及び配当金の受取額  2,583 3,770 5,838

15．利息の支払額  ― △1,664 ―

16．法人税等の支払額  △169,224 △67,450 △265,630

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △79,846 △227,108 229,567

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  △72,153 △154,167 △75,630

２．ソフトウエアの取得による支出  △73,258 △273,054 △394,733

３．無形固定資産の取得に 

よる支出 
 △1,254 ― △1,254

４．投資有価証券の取得に 

よる支出 
 △97 △602 △3,197

５．保証金差入による支出  △2,753 ― △82,970

６．差入保証金の回収による収入  14,362 554 14,386

７．ソフトウエア開発契約変更に伴う

手付金返金収入 
 ― 47,300 ―

８．その他  △1,671 1,745 △3,315

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △136,826 △378,223 △546,715

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．短期借入れによる収入  ― 600,000 ―

２．短期借入金の返済による支出  ― △600,000 ―

３．株式の発行による収入  150 2,350 650

４．自己株式の取得による支出  △1,141 △313 △1,436

５．配当金の支払額  ― △43,306 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △991 △41,269 △786

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △217,663 △646,601 △317,934

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,032,709 1,714,774 2,032,709

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高 
※ 1,815,045 1,068,173 1,714,774
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年５月21日 

至 平成19年11月20日) 

前連結会計年度 

(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 

   ㈱Ｂ to Ｂ 

 

同左 

 

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 

㈱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、中間純

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 

前連結会計年度末まで関連会

社でありました㈱ジービットは

当社が平成19年10月31日に

保有株式の全部を売却したこ

とにより当中間連結会計期間

より関連会社に該当しなくなり

ました。 

持分法を適用しない関連会社

の名称 

㈱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。 

３  連結子

会社の（中

間）決算日

等に関する

事項 

   連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日と一致してお

ります。 

同左    連結子会社の決算日は連結

決算日と一致しております。 

４ 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 

中間連結会計期間末日の市

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) 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 

同左 

 (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。 
 
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 

  ②たな卸資産 

   (ⅰ)商品 

同左 

  ②たな卸資産 

   (ⅰ)商品 

同左 

    (ⅱ)貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価

法 

   (ⅱ)貯蔵品 

同左 

   (ⅱ)貯蔵品 

同左 
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項目 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年５月21日 

至 平成19年11月20日) 

前連結会計年度 

(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) 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。 

（会計方針の変更） 

   当中間連結会計期間から法人

税の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年3月

30日 法律第6号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政

令 平成19年3月30日 政令第

83号））に伴い、当中間連結会

計期間開始の日以降に取得し

た有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しておりま

す。 

    なお、改正法人税法では、平成

19年4月1日以降に取得した減

価償却資産に適用されますが、

減価償却システムの改訂の都

合により、当中間連結会計期間

開始の日以降に取得した有形

固定資産から変更しておりま

す。 

    この変更に伴う損益に与える影

響額は軽微であります。 

 （追加情報） 

   法人税法改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を5

年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。 

  当該変更に伴う損益に与える影

響額は軽微であります。 

 (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 

  法人税法に規定する旧定率  

法 

耐用年数及び残存価額につ

いては、旧法人税法に規定

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無形固定資産 

同左 

 

 

 

  ②無形固定資産 

同左 
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項目 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年５月21日 

至 平成19年11月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

 (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。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

同左 

 (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 

  エンドユーザーからの中間連

結会計期間末日後の返品損

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。 

  ②返品調整引当金 

同左 

  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

退職給付の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

（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。 

これによる当中間連結会計期間

の損益に与える影響額は、軽微

であります。 

  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

る退職給付の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末に

おいて発生していると認められ

る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

る退職給付の見込額に基づ

き、計上しております。 

 

 

（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 

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左 

  (5) その他の中間連結財務諸表

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) その他の中間連結財務諸表

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 

 (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 

５ 中間連

結 キ ャ ッ

シュ・フロ

ー計算書

（連結キャ

ッシュ・フ

ロー計算

書 ） に お

ける資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)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 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金

同等物)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。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年11月20日) 

前連結会計年度末 
(平成19年５月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

42,848千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

59,382千円 

※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 
その他これに 
準ずる債権 

18,246千円

貸倒引当金 △18,246千円

 
 

※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 
その他これに
準ずる債権 

23,866千円

貸倒引当金 △23,866千円

 
 

※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 
その他これに 
準ずる債権 

14,527千円

貸倒引当金 △14,527千円

  
※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

          

 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

        

  

 

※３ 連結会計期末日満期手形 

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

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

※４ 消費税等の取扱い 
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前連結会計年度 
 (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。 

※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。 

※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 237,748千円

派遣人件費 41,866 

退職給付費用 12,337 

配送運賃 267,791 

業務外注費 658,913 

地代家賃 260,577 

減価償却費 79,745 

賃借料 185,762 

貸倒引当金 

繰入 4,272 
 

給与手当 311,940千円

退職給付費用 17,443 

配送運賃 344,036 

業務外注費 713,864 

地代家賃 276,849 

減価償却費 123,346 

賃借料 203,300 

貸倒引当金 

繰入 9,773 
 

給与手当 469,395千円

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 

減価償却費 177,460 

賃借料 340,523 

貸倒引当金 

繰入 1,211 
 

 ※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 

工具器具備品   4,083千円 

合 計        4,194千円 

※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）7,757千円 

工具器具備品     3,960千円 

合 計        11,717千円 

※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 

工具器具備品   4,083千円 

合 計        4,194千円 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年５月21日 至 平成18年11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 

当中間連結会計期間

増加株式数 

当中間連結会計期間

減少株式数 

当中間連結会計 

期間末株式数 
摘要 

発行済株式 

普通株式 
22,218,000株 3,000株 ― 22,221,000株 （注１）

合計 22,218,000株 3,000株 ― 22,221,000株 

自己株式 

普通株式 
26,450株 7,160株 ― 33,610株 （注２）

合計 26,450株 7,160株 ― 33,610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。 

 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年５月21日 至 平成19年11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 

当中間連結会計期間

増加株式数 

当中間連結会計期間

減少株式数 

当中間連結会計 

期間末株式数 
摘要 

発行済株式 

普通株式 
22,231,000株 47,000株 ― 22,278,000株 （注１）

合計 22,231,000株 47,000株 ― 22,278,000株 

自己株式 

普通株式 
35,800株 2,642株 ― 38,442株 （注２）

合計 35,800株 2,642株 ― 38,442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 

 （配当金支払額） 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

1株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年7月11日 

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

 

 

前連結会計年度（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。 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

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

※ 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と、中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,815,045千円

現金及び現金同等物 1,815,045千円
  

※ 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と、中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,068,173千円

現金及び現金同等物 1,068,173千円
 

※ 

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 

現金及び預金 1,714,774千円 

現金及び現金同等物 1,714,774千円 
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年５月21日 

至 平成19年11月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

１ 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

計額相当額及び中間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

機械装
置 

170,950 23,579 147,370 

車両運
搬具 

8,695 3,029 5,666 

工具器
具備品 

240,854 105,222 135,632 

ソフト 
ウェア 

643,209 412,772 230,436 

合計 1,063,709 544,603 519,105 

 

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装
置 

408,808 65,656 343,151

車両運
搬具 

8,695 5,098 3,597

工具器
具備品

422,159 87,721 334,438

ソフト 
ウェア

770,882 419,990 350,891

合計 1,610,545 578,466 1,032,078

 

（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 36,122 134,827

車両運
搬具 

8,695 4,063 4,631

工具器
具備品

240,854 124,148 116,706

ソフト 
ウェア

671,799 490,998 180,800

合計 1,092,299 655,333 436,965

  
（２）未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 164,010千円

１年超 368,641千円

合計 532,652千円
 

（２）未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 247,293千円

１年超 798,688千円

合計 1,045,982千円
 

（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 110,193千円

減価償却費 

相当額 
98,435千円

支払利息相当額 7,222千円
 

（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 132,945千円

減価償却費 

相当額 
123,737千円

支払利息相当額 13,223千円
 

（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 

（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 

（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） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 644千円

１年超 1,825千円

合計 2,470千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 254,271千円

１年超 2,551,945千円

合計 2,806,216千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 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) 

前中間連結会計期間末(平成18年11月20日) 

１． その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（１）その他有価証券    

 ①株式 97 91 △6 

 ②国債・地方債等 20,017 19,862 △155 

計 20,114 19,953 △161 

 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

 

 中間連結貸借対照表価額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 0

 

当中間連結会計期間末(平成19年11月20日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（１）その他有価証券    

 ①株式 1,299 1,144 △155 

 ②国債・地方債等 20,001 19,992 △9 

計 21,301 21,136 △164 

 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

 

 中間連結貸借対照表価額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 2,500

 

前連結会計年度末(平成19年５月20日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（１）その他有価証券    

 ①株式 697 666 △31 

 ②国債・地方債等 20,009 19,944 △65 

計 20,706 20,610 △96 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表価額(千円) 

（１）その他有価証券 

非上場株式 2,500

－ 22 － 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年５月21日 至 平成18年11月20日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年５月21日 至 平成19年11月20日) 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(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。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年５月21日 至 平成18年11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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年５月21日 至 平成19年11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。 

         

前連結会計年度(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】 

前中間連結会計期間(自 平成18年５月21日 至 平成18年11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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年５月21日 至 平成19年11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。 

 

前連結会計年度(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。 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年５月21日 至 平成18年11月20日) 

海外売上がないため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年５月21日 至 平成19年11月20日) 

海外売上がないため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(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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(１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前連結会計年度 
(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 76円44銭 
 

１株当たり純資産額 75円71銭
 

１株当たり純資産額 80円63銭
 

１株当たり中間純利益 3円95銭 
 

１株当たり中間純損失 2円85銭
 

１株当たり当期純利益 8円16銭
 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益 
3円90銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在するもの

の1株当たり中間純損失であるため記載し

ておりません。 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
8円06銭

 

 

(注) 1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
 至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年５月21日 
 至 平成19年11月20日) 

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

1株当たり中間(当期)純利益又は純損
失（△）金額 

 

中間連結損益計算書上の中間（当
期）純利益又は純損失（△）(千円) 
 

87,623 △63,409 181,045

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益
又は中間純損失(千円) 

87,623 △63,409 181,045

普通株式の期中平均株式数(千株） 22,189 22,236 22,189

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益又は純損失（△）金額 

 

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(千株) 301 226 286

(うち新株予約権(千株)) (301) (226) (286)

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間(当期)純利益の
算定に含めなかった潜在株式の概要 

                        

 

 

 (重要な後発事象) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

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

           
 

           

 

１ ストック・オプション 

 連結財務諸表提出会社は、平成19

年7月11日開催の取締役会において、

連結財務諸表提出会社取締役に対す

るストック・オプション報酬額（枠）

および内容を決定する議案を平成19

年8月9日開催の定時株主総会に付議

することを決議しております。 
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５ 中間財務諸表等 

（１） 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 
(平成18年11月20日) 

当中間会計期間末 
(平成19年11月20日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(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 
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,798,504 1,044,700 1,692,417 

２ 受取手形 ※３ 1,197,330 1,268,415 1,487,042 

３ 売掛金  3,079,624 3,201,825 3,135,159 

４ 有価証券  ― 19,992 19,944 

５ たな卸資産  930,979 1,083,886 1,038,347 

６ その他 ※４ 233,669 356,920 275,350 

貸倒引当金  △62,353 △60,565 △60,077 

流動資産合計   7,177,755 89.1 6,915,175 81.6  7,588,183 86.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 92,123 210,018 88,675 

２ 無形固定資産    

(1)ソフトウエア  366,095 628,857 516,846 

(2)その他  66,213 300,537 214,366 

無形固定資産合計  432,308 929,394 731,213 

３ 投資その他の資産 ※２ 355,247 414,997 413,789 

固定資産合計   879,680 10.9 1,554,410 18,4  1,233,678 14.0

資産合計   8,057,435 100.0 8,469,586 100.0  8,821,862 100.0
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前中間会計期間末 
(平成18年11月20日) 

当中間会計期間末 
(平成19年11月20日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(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 
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  2,991,890 3,141,975 3,444,619 

２ 買掛金  1,355,324 1,506,915 1,398,007 

３ 未払金  435,240 648,583 613,945 

４ 返品調整引当金  2,578 2,563 1,675 

５ その他 ※４ 152,893 139,086 164,122 

流動負債合計   4,937,927 61.3 5,439,123 64.2  5,622,369 63.7

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  59,820 61,353 63,427 

２ 受入保証金  1,337,000 1,274,500 1,319,500 

３ その他  28,888 14,920 28,888 

固定負債合計   1,425,708 17.7 1,350,773 16.0  1,411,815 16.0

負債合計   6,363,635 79.0 6,789,897 80.2  7,034,185 79.7

 (純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,194,775 14.8 1,196,200 14.1  1,195,025 13.5

２ 資本剰余金    

  (1)資本準備金  281,275 282,700 281,525 

 資本剰余金合計   281,275 3.5 282,700 3.3  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  227,943 211,592 321,577 

 利益剰余金合計   227,943 2.8 211,592 2.5  321,577 3.7

４ 自己株式   △10,098 △0.1 △10,706 △0.1  △10,393 △0.1

   株主資本合計   1,693,895 21.0 1,679,786 19.8  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 

  △95 △0.0 △97 △0.0  △57 △0.0

  評価・換算差額金
等合計 

  △95 △0.0 △97 △0.0  △57 △0.0

  純資産合計   1,693,799 21.0 1,679,688 19.8  1,787,677 20.3

8,057,435 8,469,586 8,821,862   負債及び純資産 
合計   100.0 100.0  100.0
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（２）中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成18年５月21日) 
(自 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 
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   9,653,632 100.0 10,550,640 100.0  19,633,662 100.0

Ⅱ 売上原価   7,240,954 75.0 7,894,182 74.8  14,758,650 75.2

売上総利益   2,412,678 25.0 2,656,457 25.2  4,875,012 24.8

返品調整引当金 

戻入額 
  2,527 0.0 1,675 0.0  2,527 0.0

返品調整引当金 

繰入額 
  2,578 0.0 2,563 0.0  1,675 0.0

差引売上総利益   2,412,627 25.0 2,655,569 25.2  4,875,864 24.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,269,068 23.5 2,771,076 26.3  4,559,757 23.2

営業利益又は営業損失

（△） 
  143,558 1.5 △115,507 △1.1  316,106 1.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  20,863 0.2 23,045 0.2  40,431 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  ― ― 2,345 0.0  ― ―

経常利益又は経常損失

（△） 
  164,421 1.7 △94,806 △0.9  356,538 1.8

Ⅵ 特別損失 ※３  4,194 0.0 11,717 0.1  4,194 0.0

税引前中間(当期) 

純利益又は純損失（△） 

 

  160,227 1.7 △106,524 △1.0  352,343 1.8

法人税、住民税及

び事業税 
 60,026 3,520 166,000 

法人税等調整額  13,352 73,379 0.8 △44,449 △40,929 △0.4 5,861 171,861 0.9

中間(当期)純利益又は 

純損失（△） 

 

  86,848 0.9 △65,594 △0.6  180,482 0.9
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（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年５月21日 至 平成18年11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

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 75 75 75 ― ―

 中間純利益 ― ― ― 86,848 86,848

自己株式の取得 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額) 

― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 75 75 75 86,848 86,848

平成18年11月20日残高 1,194,775 281,275 281,275 227,943 227,943

 

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

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 ― 150 ― ― 150

 中間純利益 ― 86,848 ― ― 86,848

自己株式の取得 △1,141 △1,141 ― ― △1,141

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額) 

― ― 10 10 10

中間会計期間中の変動額合計 △1,141 85,856 10 10 85,867

平成18年11月20日残高 △10,098 1,693,895 △95 △95 1,693,799
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当中間会計期間(自 平成19年５月21日 至 平成19年11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19年５月20日残高 1,195,025 281,525 281,525 321,577 321,577

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 1,175 1,175 1,175 ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― △44,390 △44,390

 中間純損失 ― ― ― △65,594 △65,594

自己株式の取得 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額) 

― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 1,175 1,175 1,175 △109,985 △109,985

平成19年11月20日残高 1,196,200 282,700 282,700 211,592 211,592

 

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

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 ― 2,350 ― ― 2,350

 剰余金の配当 ― △44,390 ― ― △44,390

 中間純損失 ― △65,594 ― ― △65,594

自己株式の取得 △313 △313 ― ― △313

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額) 

― ― △40 △40 △40

中間会計期間中の変動額合計 △313 △107,948 △40 △40 △107,988

平成19年11月20日残高 △10,706 1,679,786 △97 △97 1,679,688
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前事業年度の株主資本等変動計算書(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
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

１  資産の評価

基準及び評

価方法 

 

(1) 有価証券 

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 

 中間会計期間末日の市場

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) 有価証券 

①子会社株式 

    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 

(1) 有価証券 

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 

 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 

同左 

 (2) たな卸資産 

 ①商品 

  移動平均法による原価法 

 ②貯蔵品 

  最終仕入原価法による原

価法 

(2) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

 ②貯蔵品 

同左 

 

(2) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

 ②貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

２ 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 

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。

（会計方針の変更） 

   当中間会計期間から法人税の

改正（（所得税法等の一部を改

正する法律 平成19年3月30日

法律第6号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令 平

成19年3月30日 政令第83号））

に伴い、当中間会計期間開始

の日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

    なお、改正法人税法では、平

成19年4月1日以降に取得した

減価償却資産に適用されます

が、減価償却システムの改訂の

都合により、当中間会計期間開

始の日以降に取得した有形固

定資産から変更しております。 

    この変更に伴う損益に与える影

響額は軽微であります。 

 （追加情報） 

   法人税法改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を5年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

   当該変更に伴う損益に与え  

る影響額は軽微であります。 

(1) 有形固定資産 

   法人税法に規定する旧

定率法 

   耐用年数及び残存価額

については、旧法人税法

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) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

３ 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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 返品調整引当金 

エンドユーザーからの中

間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。 

(2) 返品調整引当金 

同左 

 

(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。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務の見

込額に基づき、当中間会

計期間末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。 

 

（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。 

  これによる当中間会計期間

の損益に与える影響額は、

軽微であります。 

(3) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計

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、当事業年度末に

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。 

 

 

 

（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。 

４ 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 同左 

５ その他中間

財務諸表

（ 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 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成18年11月20日) 

当中間会計期間末 
(平成19年11月20日) 

前事業年度末 
(平成19年５月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

42,848千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

59,382千円

※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 
その他これに 
準ずる債権 

18,246千円

貸倒引当金 △18,246千円

  
 

※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 
その他これに
準ずる債権 

23,866千円

貸倒引当金 △23,866千円

  
 

※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 
その他これに 
準ずる債権 

14,527千円

貸倒引当金 △14,527千円

  
 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

               

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

                

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

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 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

※４ 消費税等の取扱い 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

※１  営業外収益のうち主要なもの ※１  営業外収益のうち主要なもの ※１  営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,571千円 

消耗品売却収入 9,674     

破損商品等 
賠償金 

4,795     

 

受取利息 3,712千円

消耗品売却収入 10,096   

破損商品等 
賠償金 

3,711   

受取利息 5,794千円 

消耗品売却収入 19,338    

破損商品等 
賠償金 

9,148    

※２  営業外費用のうち主要なもの 

              

※２  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息         1,664千円

手形売却損         681千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

              

※３  特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損     4,194千円 

※３   特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損   11,717千円

※３  特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損   4,194千円

４    減価償却実施額 
有形固定資産      9,949千円 
無形固定資産     69,795千円 

４     減価償却実施額 
有形固定資産     20,557千円
無形固定資産    102,788千円

４    減価償却実施額 
有形固定資産    20,792千円
無形固定資産   156,667千円

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年５月21日 至 平成18年11月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前期末株式数 
当中間会計期間増

加株式数 

当中間会計期間減

少株式数 

当中間会計期間末株

式数 
摘要 

自己株式 

普通株式 
26,450株 7,160株 ― 33,610株 （注） 

合計 26,450株 7,160株 ― 33,610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。 

 
当中間会計期間（自 平成19年５月21日 至 平成19年11月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前期末株式数 
当中間会計期間増

加株式数 

当中間会計期間減

少株式数 

当中間会計期間末株

式数 
摘要 

自己株式 

普通株式 
35,800株 2,642株 ― 38,442株 （注） 

合計 35,800株 2,642株 ― 38,442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。 

 

前事業年度（自 平成18年５月21日 至 平成19年５月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 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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ビズネット株式会社（3381） 平成20年5月期 中間決算短信 

(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

１ 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中間期

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)

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 170,950 23,579 147,370 

車両運搬
具 

8,695 3,029 5,666 

工具器具
及び備品 

240,854 105,222 135,632 

ソフト 
ウェア 

643,209 412,772 230,436 

合計 1,063,709 544,603 519,105 

 

（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中間期

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)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

機械装置 408,808 65,656 343,151

車両運搬
具 

8,695 5,098 3,597

工具器具
及び備品

422,159 87,721 334,438

ソフト 
ウェア 

770,882 419,990 350,891

合計 1,610,545 578,466 1,032,078

 

（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 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 
ウェア 

671,799 490,998 180,800

合計 1,092,299 655,333 436,965

  
（２）未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 164,010千円

１年超 368,641千円

合計 532,652千円
 

（２）未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 247,293千円

１年超 798,688千円

合計 1,045,982千円
 

（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 110,193千円

減価償却費 
相当額 

98,435千円

支払利息相当額 7,222千円
 

（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 132,945千円

減価償却費 
相当額 

123,737千円

支払利息相当額 13,223千円
 

（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 

（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 

（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） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 644千円

１年超 1,825千円

合計 2,470千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 254,271千円

１年超 2,551,945千円

合計 2,806,216千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 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) 

前中間会計期間末(平成18年11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。 

 

当中間会計期間末(平成19年11月20日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末(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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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
 (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 76円34銭 
 

１株当たり純資産額 75円53銭
 

１株当たり純資産額 80円54銭
 

１株当たり中間純利益 3円91銭 
 

１株当たり中間純損失 2円95銭
 

１株当たり当期純利益 8円13銭
 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益 
3円86銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在するもの

の1株当たり中間純損失であるため記載し

ておりません。 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
8円03銭

 

 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益算定上の基礎 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月21日 
 至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
 至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月21日 
 至 平成19年５月20日)

1株当たり中間(当期)純利益又は純損
失（△）金額 

 

中間(当期)純利益又は純損失（△）
（千円） 

86,848 △65,594 180,482

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益
又は純損失（△）(千円) 

86,848 △65,594 180,482

普通株式の期中平均株式数(千株） 22,189 22,236 22,189

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益又は純損失（△）金額 

 

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(千株) 301 226 286

(うち新株予約権(千株)) (301) (226) (286)

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間(当期)純利益の
算定に含めなかった潜在株式の概要 

                        

 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日) 

前事業年度 
 (自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

           
 

           

 

１ ストック・オプション 

 当社は、平成19年7月11日開催の取

締役会において、当社取締役に対する

ストック・オプション報酬額（枠）お

よび内容を決定する議案を平成19年8

月9日開催の定時株主総会に付議する

ことを決議しております。 
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