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代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏 名）野末 正博 

問合わせ先責任者 （役職名）代表取締役副社長 （氏 名）高柳 通明 TEL ( 03 )5860－1000 

定時株主総会開催予定日 平成20年8月7日  
有価証券報告書提出予定日 平成20年8月8日  
           （百万円未満切捨て）
１. 20年５月期の連結業績（平成19年５月21日～平成20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 ％ 

20年５月期 20,777 (5.7) △133 ( ― ) △98 ( ― )  △79 ( ― ) 

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

 

 
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 ％ ％ ％ 

20年５月期 △3 59  － －  △ 4.6 △1.1 △0.6

19年５月期 8 16  8 06  10.7     4.1    1.6
 
 (参考) 持分法投資損益 20年５月期     ―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 

20年５月期 8,872 1,667 18.8 74 97 

19年５月期 8,822 1,789 20.3 80 63 
 
 (参考) 自己資本         20年５月期  1,667百万円     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 

20年５月期 △652 △986 958 1,034 

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 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 
19年5月期 

20年5月期 

円 銭 

―  ― 

―  ― 

円 銭

2 00
― ―

円 銭

2 00
0 00

百万円

44
―

％ 

24.5 
― 

％

2.6
―

21年5月期 

（予想） 

 
0 00 0 00 0 00

 

 

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

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 
 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

第２四半期連

結累計期間 
10,600 (0.3) 0 (―) 10 (―) △20 (―) ― ―

通  期 22,000 (5.9) 180 (―) 200 (―) 110 (―) 4 95
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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）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  有 

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）20年5月期  22,278,000株 19年5月期 22,231,000株 

② 期末自己株式数          20年5月期    40,003株 19年5月期   35,800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 

１．20年５月期の個別業績（平成19年5月21日～平成20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 ％ 

20年５月期 20,755 (5.7) △135 ( ― ) △98 ( ― ) △79 ( ― ) 
19年５月期 19,633 (3.3) 316 (△23.8) 356 (△13.7) 180 （△31.6) 

 

 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

円 銭 円 銭 

20年５月期 △3 57 ― ― 

19年５月期 8 13 8 03 

 

（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 

20年５月期 8,871 1,665 18.8 74 90 

19年５月期 8,821 1,787 20.3 80 54 

（参考）自己資本 20年5月期  1,665百万円  19年5月期  1,787百万円 

 

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

               （％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 

累計期間 
10,600  (0.5) 0 (―) 10 (―) △20 (―) ― ―

通  期 22,000 (6.0) 180 (―) 200 (―) 110 (―) 4 95

 

※ 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当期の経営成績 

当連結会計年度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等に支えられ

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、サブプライムローン問題を背景とするアメ

リカ経済の減速感や金融資本市場の変動、また原油等資源価格の高騰等から、国内企業の収益や雇用情勢

は不透明感を強める展開となりました。 

当社を取り巻く経営環境は、引き続きユーザー企業におけるコスト削減の取り組みが進む中、通販事業

者等との競合は激しくなっており、一方で原油や各種素材価格上昇の影響による仕入価格の上昇懸念等今

後に注意を要する状況となっております。また、世界的に環境問題への意識が高まる中で、古紙パルプ配

合率偽装に関する問題等もあって、ユーザー企業の環境・品質意識の高まりには今後も留意する必要があ

ります。 

こうした環境の中で当社は、有力なディーラーとの連携を強めることによって、お客様企業への提案営

業力の強化を図るとともに、企業等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」、企業等が現在お使いの物流倉庫に当社システムを連携する「外部倉庫連携」等のサービス拡大に取

り組み、企業体質を着実に改善させることに注力いたしました。 

また、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、平成20年１月15日よ

りシステムおよびサービスの提供を開始し、これによる新規登録ユーザー数や取引量は着実に増加傾向に

あります。なおこの事業開始により、従来の売上は一部フィー収入に移行しております。 

売上高は引き続き増加を確保いたしました。一方、今後の業務拡大に備えるため、人員の確保や東京セ

ンター移転に伴う一時費用等を含む販売費及び一般管理費も増加いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は207億77百万円（前年同期比5.7％増）、売上総利益は56億59百

万円（同15.3％増）、販売費及び一般管理費は57億93百万円（同26.2％増）、営業損失は1億33百万円、経

常損失は98百万円、当期純損失は79百万円となりました。 

 

②次期の見通し 

今後の経済状況につきましては、国際金融市場が不安定であることや、原材料価格高騰などの影響から、

海外経済の先行きの減速リスクが高まっており、国内の景況感は予断を許さない状況にあるものと認識し

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、「ついで便」などの諸機能を統合した

「ビズネット ソリューション マルチハブ システム」など、これまで開発してきたシステムやサービスの

仕組みや経営資源を充分に活用するとともに、お客様企業の業務効率化ソリューションサービスへの取り

組みを強化し、新しいチャネルやお客様企業を開拓してまいります。また、原価低減、一般経費削減等に

よる収益の改善に注力し、安定した利益が確保できる体制を確立致します。更に、金融商品取引法に対応

した内部統制の重要性をよく認識し、その水準向上に取り組み、ご提供するサービスの品質向上に努め、

信頼されるＢＰＯ（注1）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。こうしたことにより、

売上総利益は、今期比約23％の増額を図り、一方で物流量の増加に伴う物流関係経費を除く、人件費及び

一般経費を今期並みにおさえる方針であります。 

以上により、通期連結ベースの業績としては売上高220億円（前年同期比5.9%増）、営業利益は１億80百

万円、経常利益は２億円、当期純利益１億10百万円を見込んでおります。 

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

 当連結会計年度末の総資産は、88億72百万円(前年同期比0.6％増）となりました。 

 流動資産は、70億21百万円（同7.6％減）、固定資産は、18億51百万円（同51.3%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Ｗｅｂサーバ

ー切り替えに伴うソフトウエアの開発等により有形固定資産及び無形固定資産が５億42百万円増加したも

のであります。 

（負債） 

 当連結会計年度末の負債合計は、72億５百万円（前年同期比2.5％増）となりました。流動負債は、60億

24百万円（同7.2％増）となり、その主な増加要因は、ソフトウエア取得の未払い及び借入金によるもので

す。固定負債は、11億81百万円（同16.3％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２億21百万円減少したものであります。 

（純資産） 

 純資産は、16億67百万円（前年同期比6.8％減）となり、その主な減少要因は、当期純損失79百万円の計

上に伴う利益剰余金１億24百万円の減少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６億80百万円の減少となり、

10億34百万円（前年同期比39.7％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） 

 営業活動の結果使用した資金は、６億52百万円となりました。これは減価償却費２億93百万円、売上債

権の減少４億79百万円等の増加要因に対して、仕入債務の減少４億89百万円、棚卸資産の増加３億47百万

円、受入保証金の減少２億21百万円、立替金の増加１億78百万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、９億86百万円（前年同期比80.4％増）となりました。これは、ソフト

ウエアの取得による支出７億25百万円、有形固定資産の取得による支出２億48百万円、保証金差入による

支出１億71百万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） 

 財務活動の結果得られた資金は、９億58百万円となりました。これは主に短期借入金の増加10億円、配
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当金の支払い43百万円によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期 

自己資本比率（％） 18.6 20.3 18.8

時価ベースの自己資本比率（％） 58.3 35.2 22.3

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（倍） － － －

※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 

※キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ･フロー 

※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。 

※キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ･レシオについては、営業キャッシュ・フロー

がマイナスの場合は、記載しておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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、今後の配当等につきましては、

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を基本方針としてお

ります。 

当期の利益配分につきましては、当期の業績などを総合的に勘案した結果、財務体質の強化と内部留保

の充実のため、まことに遺憾ではございますが、期末配当を行わないこととさせていただく予定でありま

す。次期の配当につきましては、無配とさせていただきますが、今後、業績の回復状況等をみながら、上

記方針に従って判断させていただく予定です。 

 

（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 

 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。 
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④カタログ発刊について 

 当社は約17,000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等との関係について 

 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、ＩＴ及びロジス

ティクス等に係る業務等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。また、これまでの事業の拡大または変化の結果、当社にとって取引依存度が高い取引先が複数

存在しております。これらの事業協力関係にある会社及び取引先の経営状況または取引関係の変化等によ

り事業連携、業務委託あるいは取引関係の維持等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（ＩＳＭＳ）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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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) 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（*）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 

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22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 株式会社ＢｔｏＢ(＊2)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。 

 

 



ビズネット株式会社（3381） 平成20年5月期 決算短信0 

- 8 - 

[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 
50.34 
[5.90] 

（17.26） 

商品の仕入及び 
設備の賃借他 
 

（連結子会社） 
株式会社ＢtoＢ 

東京都港区 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）目標とする経営指標 

 平成20年５月期中間決算短信（平成19年12月26日開示）により開示を行った内容から重要な変更がない

為、開示を省略いたします。 

 

（３）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2）のビジョンとして、「企業ＭＲＯ（注3）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 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2）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3）ＭＲＯ：企業が経費で購入する非生産財、間接材（Maintenance Repair and Operations） 

 

（４）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。  

このために、これまで、文具・オフィス用品の調達代行と、企業等の購買管理者の支援システムである

「Bizm@nage」や「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した。 

今後は早期に収益体質を改善し、またこれまでのサービス強化、開発投資等の効果を発揮結実させ、目

標達成に取り組むことが肝要と考えております。そのため全社的に業務のフローを見直し、パフォーマン

スの向上と諸経費の削減に努めます。 

営業面では、これまでの「ついで便」等の諸機能を統合して新しくディーラー企業向けに開発した「ビ

ズネット プラットフォーム レンタルサービス」や、ユーザー企業向けの「ビズネット ソリューション 

マルチハブ システム」等を積極展開し、有力なディーラーとの連携強化と新規の販売チャネルやユーザー
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企業の開拓に注力いたします。 

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）」を軸に、

お客様企業のニーズに対応したマーケティングを推進いたします。 

物流面では、平成19年７月に新設移転した東京センターを中心に、受注、物流配送、在庫管理などの品

質向上に努めるとともに、諸コスト低減や環境に配慮した物流システムの改善を実現いたします。 

システム面では、当社がご提供するＢＰＯアプリケーションサービスに関して、内部統制の完成度を高

め、安定稼動と品質向上に留意しつつ、同時に運営に係る諸コストの低減に取り組んでまいります。 

当社グループは、一丸となってこうした活動を展開することにより目標達成に邁進いたします。  

 

（５）内部管理体制の整備・運用状況 

当社は平成18年５月10日開催の取締役会において「内部統制システムの構築に係る基本方針」を定め、

さらに平成20年５月14日の取締役会でその見直しを行っております。その内容は以下のとおりであります。 

① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

i. 企業理念に基づく「ビズネット行動憲章」及び「コンプライアンスガイドブック」を制定しこれを遵

守するとともに、職務遂行に係る諸規程を制定しこれに基づき適正な職務執行が行えるよう体制を整

備する。 

ii. コンプライアンス全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とし各部門の責任者を構成員

とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する諸問題の検討と継続的な啓蒙・

研修に取組み、取締役および使用人はそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え業

務運営にあたる。 

iii. 取締役の業務執行に関するチェック機能を強化するため、社外取締役・社外監査役の充実に努める。 

iv. 業務執行部門から独立した内部監査部門により遵守状況の監査及び改善指示を行うとともに、コンプ

ライアンスに関連した相談・通報窓口を社内外に設置し公正かつ適正な運営を図る。 

 

②  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

i. 法令及び文書管理規程等に基づき、取締役会議事録等の文書（電磁的記録を含む）を適切に作成し、

保存する。また取締役および監査役は、常時これを閲覧可能とする。 

ii. 情報の管理については、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）に基づき、各種情報に関す

るガイドラインを設けて対応する。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

i. 社内規程に基づきリスク管理体制の整備を進めるとともに、リスク管理全体を統括する組織として、

代表取締役社長を委員長とし各部門の責任者を構成員とするリスク管理委員会を設け、各部門の有す

るリスクの把握とその軽減に取り組む。 

ii. 有事においては、代表取締役社長を統括責任者とする緊急事態対応体制をとり危機管理にあたること

とする。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

i. 取締役会規程に基づき取締役会を原則毎月1回定期的に開催するほか必要に応じて臨時に開催し、重

要事項の決定、情報の共有、及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。 

ii. 執行役員制度を導入し、業務執行機能の強化と迅速化を図る。 

iii. 取締役会機能の強化と経営効率向上のため経営会議を定期的に開催し、業務執行に関する基本事項及

び重要事項に係る方針決定等を事前に審議する。また社外弁護士を加えた会議を定期的に開催する。 

iv. 業務執行を適正かつ効率的に行うため、組織規程、職務権限規程等を定めるとともに、全社目標とし

て中期経営計画及び各年度予算を立案し業務執行を行う。 
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⑤ 当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

i. コンプライアンス規程及び「コンプライアンスガイドブック」を子会社もその対象に含めて制定する

とともに、コンプライアンス委員会による啓蒙・研修を通じグループ全体として適正な業務執行体制

を確保する。 

ii. 子会社の業務執行状況については、当社の監査役、内部監査部門が監査を実施する。 

iii. 親会社との関係においては、役員兼務を排し取引の客観性・妥当性を確保した経営により独立性を堅

持する。また、社外役員によるチェック機能・牽制機能の強化を図る。 

 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及

び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

i. 監査役の職務を補助するため監査役会室を設置しスタッフを置くこととする。 

ii. 補助スタッフは、監査役監査に関する事務及び監査役会に関する事務、その他監査役特命事項調査等

を担当し監査役を補助する。 

iii. 補助スタッフの任命・異動・評価については、監査役の同意を得ることとする。 

 

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

i. 取締役及び使用人は、法令や社内規程等に違反する重大な事実や会社に著しい損害を及ぼすおそれの

ある事実を発見したときは、監査役に速やかに報告する。 

ii. 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他の重要会議に

出席するとともに主要な稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じ取締役また

は使用人に説明を求めることができるものとする。 

iii. 内部監査部門は、監査の実施や監査結果の報告等において監査役と緊密な連携を取る。 

 

⑧  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

i. 代表取締役及び取締役会は、監査役会から監査方針・計画及び監査の実施状況等について適宜説明を

受けるとともに、代表取締役と監査役会との会合を定期的に開催し意見交換を行うことで監査役会と

の相互認識を深めるよう努める。 

ii. 代表取締役及び取締役会は、監査役が監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに情報

交換を行う等の連携を図ることができるよう体制の整備を行う。 

 

（６）その他、会社の運営上重要な事項 

該当なし。 
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４．連結財務諸表  

（１）連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月20日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,714,774  1,034,407 

２ 受取手形及び売掛金 ※３ 4,614,950  4,135,884 

３ 有価証券  19,944  ― 

４ たな卸資産  1,038,389  1,385,559 

５ 繰延税金資産  49,026  84,158 

６ その他  221,999  440,604 

  貸倒引当金  △59,766  △58,890 

流動資産合計  7,599,318 86.1  7,021,724 79.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 88,675 1.0  275,516 3.1

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウエア  516,846  937,391 

(2) その他  214,366  149,046 

無形固定資産合計  731,213 8.3  1,086,438 12.3

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  3,166  4,229 

(2) 敷金・保証金  367,607  451,672 

(3) 繰延税金資産  26,712  29,584 

(4) その他  6,303  3,803 

投資その他の資産合計  403,789 4.6  489,289 5.5

固定資産合計  1,223,678 13.9  1,851,244 20.9

資産合計  8,822,996 100.0  8,872,969 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(平成20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  4,842,791  4,353,630 

２  短期借入金  ―  1,000,000 

３  未払金  612,897  571,955 

４  未払法人税等  83,085  9,141 

５  返品調整引当金  1,675  2,149 

６  その他  81,066  87,726 

流動負債合計  5,621,516 63.7  6,024,603 67.9

Ⅱ 固定負債    

１  退職給付引当金  63,427  68,163 

２ 受入保証金  1,319,500  1,098,000 

３  その他  28,888  14,920 

固定負債合計  1,411,815 16.0  1,181,083 13.3

負債合計  7,033,331 79.7  7,205,687 81.2

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,195,025 13.5  1,196,200 13.5

２ 資本剰余金  281,525 3.2  282,700 3.2

３ 利益剰余金  323,565 3.7  199,327 2.2

４ 自己株式  △10,393 △0.1  △10,841 △0.1

株主資本合計  1,789,722 20.3  1,667,386 18.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 

  差額金 
 △57 △0.0  △103 △0.0

評価・換算差額等合計  △57 △0.0  △103 △0.0

純資産合計  1,789,665 20.3  1,667,282 18.8

負債純資産合計  8,822,996 100.0  8,872,969 100.0
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（２）連結損益計算書 
 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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  19,657,082 100.0  20,777,399 100.0

Ⅱ 売上原価  14,751,273 75.0  15,117,123 72.8

売上総利益  4,905,809 25.0  5,660,276 27.2

返品調整引当金戻入額  2,527 0.0  1,675 0.0

返品調整引当金繰入額  1,675 0.0  2,149 0.0

差引売上総利益  4,906,661 25.0  5,659,802 27.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 4,589,009 23.4  5,793,177 27.8

営業利益又は 

営業損失（△） 
 317,651 1.6  △133,375 △0.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5,822 7,558  

２ 消耗品売却収入  19,338 20,392  

３ 破損商品等賠償金  9,148 7,346  

４ その他  5,468 39,778 0.2 8,118 43,417 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  ― 6,775  

２ 手形売却損  ― 681  

３ 支払手数料  ― ― ― 1,371 8,828 0.1

経常利益又は 

経常損失（△） 
 357,429 1.8  △98,786 △0.5

Ⅵ 特別損失    

１  固定資産除却損 ※２ 4,194 11,717  

２  減損損失 ※３ ― 4,194 0.0 3,376 15,093 0.1

税金等調整前当期純利益

又は税金等調整前当期純

損失（△） 

 353,234 1.8  △113,880 △0.6

法人税、住民税 

及び事業税 
 166,327 7,460  

過年度法人税等戻入額  ― △3,520  

法人税等調整額  5,861 172,189 0.9 △37,972 △34,032 △0.2

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
 181,045 0.9  △79,847 △0.4
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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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当連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20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19年５月20日残高 1,195,025 281,525 323,565 △10,393 1,789,722

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 1,175 1,175 ― ― 2,350

 剰余金の配当 ― ― △44,390 ― △44,390

 当期純損失 ― ― △79,847 ― △79,847

 自己株式の取得 ― ― ― △448 △448

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 
1,175 1,175 △124,238 △448 △122,336

平成20年５月20日残高 1,196,200 282,700 199,327 △10,841 1,667,386

 

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

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 ― ― 2,350

 剰余金の配当 ― ― △44,390

 当期純損失 ― ― △79,847

 自己株式の取得 ― ― △448

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額) 
△46 △46 △46

連結会計年度中の変動額 

合計 
△46 △46 △122,382

平成20年５月20日残高 △103 △103 1,667,282
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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又は 

税金等調整前当期純損失（△） 
 353,234 △113,880 

2.減価償却費  177,460 293,596 

3.貸倒引当金の増加又は減少額（△）  833 △876 

4.退職給付引当金の増加額  5,586 4,736 

5.返品調整引当金の増加又は減少額（△）  △852 474 

6.受取利息  △5,822 △7,558 

7.支払利息  ― 6,775 

8.固定資産除却損  4,194 11,717 

9.減損損失  ― 3,376 

10.売上債権の増加（△）又は減少額  △72,812 479,065 

11.たな卸資産の増加（△）又は減少額  43,710 △347,170 

12.立替金の増加額（△）又は減少額  ― △178,570 

13.仕入債務の減少額（△）  △18,303 △489,160 

14.未払金の増加額  82,856 35,354 

15.受入保証金の減少額（△）  △73,500 △221,500 

16.その他  △7,227 △51,604 

小計  489,359 △575,224 

17.利息及び配当金の受取額  5,838 7,577 

18.利息の支払額  ― △7,289 

19.法人税等の支払額  △265,630 △77,648 

営業活動によるキャッシュ・フロー  229,567 △652,584 

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  △75,630 △248,767 

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  △394,733 △725,586 

4.投資有価証券の取得による支出  △3,197 △1,206 

5.投資有価証券の売却による収入  ― 20,000 

6.保証金差入による支出  △82,970 △171,136 

7.差入保証金の回収による収入  14,386 90,666 

8.ソフトウエア開発契約変更に伴う手付

金返金収入 
 ― 47,300 

9.その他  △3,315 2,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △546,715 △986,230 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

1.短期借入による収入  ― 3,600,000 

2.短期借入金の返済による支出  ― △2,600,000 

3.株式の発行による収入  650 2,350 

4.自己株式の取得による支出  △1,436 △448 

5.配当金の支払額  ― △43,453 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △786 958,448 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加又は減少額（△）  △317,934 △680,367 

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

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,714,774 1,034,407 



ビズネット株式会社（3381） 平成20年5月期 決算短信0 

- 18 - 

（５）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18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年５月21日 
至 平成20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 

前連結会計年度末まで関連会社であり

ました(株)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

したことにより当連結会計年度より関

連会社から除外しております。 

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 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 

終仕入原価法による原価法

② たな卸資産 

(ⅰ)商品 

同左 

(ⅱ)貯蔵品 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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 

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） 

 法人税法の改正（（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、当連結会計

年度から平成19年５月21日以降に取得

したものについては、改正後の法人税

法に基づく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、当連結会計年度

開始以降に取得した有形固定資産から

変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業損失が8,699千円、経

常損失が8,699千円、税金等調整前当

期純損失が8,699千円、当期純損失が

8,699千円それぞれ増加しておりま

す。 

 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、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

は、軽微であります。 

 

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。 

 

① 貸倒引当金 

同左 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20年５月20日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。

（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。 

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。

 

(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。 

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。 

消費税等の会計処理 
同左 

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 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 

 

（６）表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

(平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月20日) 

（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） 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「立替金の増加

額（△）又は減少額」は、重要性が増したため、当連結

会計年度より区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれている「立替金の増加額

（△）又は減少額」は、14,087千円であります。 
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 （７）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

(平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月20日) 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

53,691千円
 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

98,070千円
 

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
 

２ 破産更生債権等に対する貸倒引当金を直接控除し

て表示しております。 

 

 

破産更生債権等 25,985千円

貸倒引当金 △25,985千円

 －  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         122,624千円 

 

 

(連結損益計算書関係) 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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 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 

賃借料 340,523 

貸倒引当金繰入 1,211 

減価償却費 177,460 
 

※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 663,269千円

退職給付費用 43,096 

配送運賃 818,867 

業務外注費 1,503,705 

地代家賃 610,064 

賃借料 367,844 

貸倒引当金繰入 10,582 

減価償却費 293,596 
 

※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
 

※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

工具器具及び備品 3,960千円

合計 11,717千円
 

 

 

 

※３ 減損損失 

   当社グループでは、電話加入権につき現在休止

している電話回線は、将来の使用見込みがないた

め、遊休資産となった電話加入権については帳簿

価額を市場価格に基づく正味売却価額まで減額

し、当該減少の3,376千円を減損損失として特別損

失に計上いたしました。 

   なお、当社グループは資産を全社資産、遊休資

産に区分してグルーピングを行っております。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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。 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

    該当事項はありません。 

 

（２）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

 

当連結会計年度（自 平成19年５月21日 至 平成20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 
22,231,000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 4,203株 ― 40,003株 (注２)

合計 35,800株 4,203株 ― 40,003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 
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 (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18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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 

  

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20年5月20日）

現金及び預金 1,034,407千円

現金及び現金同等物 1,034,407 

  

  

(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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20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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(リース取引関係) 

 
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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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 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
 

 

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 408,808 95,189 313,618

車両運搬具 8,695 6,057 2,637

工具器具及び

備品 
426,529 122,225 304,304

ソフトウエア 770,812 481,302 289,509

合計 1,614,845 704,775 910,070
 

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
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 246,597千円

１年超 680,737千円

合計 927,335千円
 

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
 

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 269,205千円

減価償却費相当額 250,379千円

支払利息相当額 26,008千円
 

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 188,830千円

１年超 2,683,171千円

合計 2,872,002千円
 

オペレーティング･リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 261,805千円

１年超 2,420,251千円

合計 2,682,056千円
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（関連当事者との取引） 

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 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
入先 
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。 

 

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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当連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20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 945,872 支払手形 288,438

  買掛金 97,878

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 

44.44 

間接 

5.90 

（17.26）

― 

商品の仕

入先 

設備の賃

借等 

ソフトウエ

ア等のリー

ス 

11,083 未払金 922

(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。 

 

（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 

1,124,690 未払金 98,817

(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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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月20日) 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

  （繰延税金資産） 

①流動資産            （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

その他有価証券評価差額 26

その他 15,318

評価性引当額 △16,428

繰延税金資産合計 49,026

②固定資産 

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

  

    

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

   （繰延税金資産） 

①流動資産            （千円） 

貸倒引当金 23,572

返品調整引当金 874

未払賞与 19,611

未払事業税 2,441

未払事業所税 7,144

繰越欠損金 32,982

その他 20,903

評価性引当額 △23,372

繰延税金資産合計 84,158

②固定資産 

貸倒引当金 7,581

退職給付引当金 27,735

役員退職慰労金 6,070

投資有価証券評価損 4,146

その他有価証券評価差額 71

その他 3,151

評価性引当額 △19,172

繰延税金資産合計 29,584

   

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%

 

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 △3.0%

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
△5.9%

住民税均等割額 △6.2%

過年度法人税等戻入額 3.1%

その他 1.2%

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
29.9%
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(有価証券関係) 

前連結会計年度（平成19年５月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 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 

 
区分 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 

 

区分 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 － － － 

 

 

当連結会計年度（平成20年５月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 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 1,904 1,729 175

(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 － － －

合計 1,904 1,729 175

 

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

 

区分 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  
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(デリバティブ取引関係) 

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) 

当社グループは取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20年５月20日) 

当社グループは取引を行っておりませんので、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19年５月20日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月20日) 

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。 

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
 

２．退職給付債務に関する事項 

  （平成20年５月20日現在） 

(1) 退職給付債務 68,163千円

(2) 退職給付引当金 68,163千円
 

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
 

３．退職給付費用に関する事項 

  （自 平成19年５月21日 至 平成20年５月20日）

退職給付費用 43,096千円
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(ストック・オプション等関係) 

前連結会計年度（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株当たりの払込価額の1.5倍以上であることを要する。 

     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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当連結会計年度（自 平成19年５月21日 至 20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株当たりの払込価額の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 412,000 

権利確定     ― 

権利行使  47,000 

失効   2,000 

未行使残 363,000 

 

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） 140 
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（企業結合等） 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20年５月20日) 

該当事項はありません。 

 

   (１株当たり情報) 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20年５月20日) 

１株当たり純資産額 80円63銭 １株当たり純資産額 74円97銭 

１株当たり当期純利益 8円16銭 １株当たり当期純損失 3円59銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8円06銭 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、1株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

 

 

(注)１株当たり当期純利益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18年５月21日 

至 平成19年５月20日)

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20年５月20日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 181,045 △79,847 

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又は当期純損失（△）（千円） 181,045 △79,847 

普通株式の期中平均株式数（千株） 22,189 22,237 

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 286 ― 

（うち新株予約権（千株）） （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) 

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) 

当連結会計年度 
 (自 平成19年５月21日 
 至 平成20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８月９日開催

の定時株主総会および平成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・オプション報酬等の額（枠）および内

容を決議しております。 
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（品目別連結売上高） 

品目別の販売実績は、次のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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 8,596,944 43.8 7,781,739 37.4 

事務用品 6,730,233 34.2 6,645,586 32.0 

オフィス用品 1,999,799 10.2 2,070,579 10.0 

その他商品 1,654,905 8.4 3,195,739 15.4 

フィー収入 675,200 3.4 1,083,754 5.2 

合計 19,657,082 100.0 20,777,399 100.0
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５ 財務諸表等 
（１）貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成19年５月20日) 

当事業年度 

(平成20年５月20日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,692,417  1,002,239 

２ 受取手形 ※３ 1,487,042  1,347,329 

３ 売掛金 ※１ 3,135,159  2,803,163 

４ 有価証券  19,944  ― 

５ 商品  1,024,192  1,356,101 

６ 貯蔵品  14,154  28,191 

７ 前払費用  31,475  59,983 

８ 繰延税金資産  49,026  84,158 

９ 未収入金  19,698  12,987 

10 未収消費税等  9,343  29,971 

11 立替金  165,796  345,536 

12 その他  10  1 

貸倒引当金  △60,077  △59,292 

流動資産合計  7,588,183 86.0  7,010,373 79.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

（1） 建物  52,601 102,804  

減価償却累計額  △7,184 45,416 △19,953 82,851 

（2） 機械装置  2,794 116,649  

減価償却累計額  △1,492 1,301 △12,619 104,029 

（3） 工具器具及び備品  86,972 154,132  

減価償却累計額  △45,015 41,957 △65,497 88,634 

有形固定資産合計  88,675 1.0  275,516 3.1

２ 無形固定資産    

（1） 商標権  2,898  2,463 

（2） ソフトウエア  516,846  937,391 

（3） ソフトウエア仮勘定  204,871  143,362 

（4） 電話加入権  6,596  3,220 

無形固定資産合計  731,213 8.3  1,086,438 12.3

３ 投資その他の資産    

（1） 投資有価証券  3,166  4,229 

（2） 関係会社株式  10,000  10,000 

（3） 繰延税金資産  26,712  29,584 

（4） 敷金・保証金  367,607  451,672 

（5） その他  6,303  3,803 

投資その他の資産合計  413,789 4.7  499,289 5.6

固定資産合計  1,233,678 14.0  1,861,244 21.0

資産合計  8,821,862 100.0  8,871,618 100.0
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ビズネット株式会社（3381） 平成20年5月期 決算短信0 

 

 

  
前事業年度 

(平成19年５月20日) 

当事業年度 

(平成20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 3,444,619  2,892,110 

２ 買掛金 ※１ 1,398,007  1,461,360 

３ 短期借入金  ―  1,000,000 

４ 未払金 ※１ 613,945  573,003 

５ 未払費用  62,593  68,648 

６ 未払法人税等  83,075  8,730 

７ 預り金  5,496  ― 

８ 返品調整引当金  1,675  2,149 

９ その他  12,956  18,770 

流動負債合計  5,622,369 63.7  6,024,773 67.9

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  63,427  68,163 

２ 受入保証金  1,319,500  1,098,000 

３ その他  28,888  14,920 

固定負債合計  1,411,815 16.0  1,181,083 13.3

負債合計  7,034,185 79.7  7,205,857 81.2

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,195,025 13.5  1,196,200 13.5

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  281,525 282,700  

資本剰余金合計  281,525 3.2  282,700 3.2

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金  ―  4,439  

(2) その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  321,577 193,366  

利益剰余金合計  321,577 3.7  197,805 2.2

４ 自己株式  △10,393 △0.1  △10,841 △0.1

株主資本合計  1,787,734 20.3  1,665,864 18.8

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 

差額金 
 △57 △0.0  △103 △0.0

評価・換算差額等合計  △57 △0.0  △103 △0.0

純資産合計  1,787,677  20.3  1,665,760 18.8

負債及び純資産合計  8,821,862 100.0  8,871,618 100.0
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（２）損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成18年５月21日 
至 平成19年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成19年５月21日 
至 平成20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  19,633,662 100.0  20,755,733 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 期首商品たな卸高  1,068,490 1,024,192  

２ 当期商品仕入高 ※１ 14,743,414 15,523,105  

合計  15,811,904 16,547,298  

３ 他勘定振替高 ※３ 29,061 55,161  

４ 期末商品たな卸高  1,024,192 14,758,650 75.2 1,356,101 15,136,034 72.9

売上総利益  4,875,012 24.8  5,619,698 27.1

返品調整引当金戻入額  2,527 0.0  1,675 0.0

返品調整引当金繰入額  1,675 0.0  2,149 0.0

差引売上総利益  4,875,864 24.8  5,619,224 27.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 4,559,757 23.2  5,754,912 27.8

営業利益又は 
営業損失（△） 

 316,106 1.6  △135,688 △0.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5,794 7,453  

２ 消耗品売却収入  19,338 20,392  

３ 破損商品等賠償金  9,148 7,346  

４ その他  6,150 40,431 0.2 10,580 45,773 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  ― 6,775  

２ 手形売却損  ― 681  

３ 支払手数料  ― ― ― 1,371 8,828 0.0

経常利益又は 
経常損失（△） 

 356,538 1.8  △98,742 △0.5

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※４ 4,194 11,717  

２ 減損損失 ※５ ― 4,194 0.0 3,376 15,093 0.1

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失（△） 

 352,343 1.8  △113,836 △0.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 166,000 7,037  

過年度法人税等戻入額  ― △3,520  

法人税等調整額  5,861 171,861 0.9 △37,972 △34,455 △0.2

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

 180,482 0.9  △79,381 △0.4
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（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度(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

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当事業年度(自 平成19年５月21日 至 平成20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 
利益準備金

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

事業年度中の変動額   

 新株の発行 1,175 1,175 1,175 ― ― ―

剰余金の配当 ― ― ― 4,439 △48,829 △44,390

 当期純損失 ― ― ― ― △79,381 △79,381

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 1,175 1,175 1,175 4,439 △128,210 △123,771

平成20年５月20日残高 1,196,200 282,700 282,700 4,439 193,366 197,805

 

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

事業年度中の変動額  

 新株の発行 ― 2,350 ― ― 2,350

 剰余金の配当 ― △44,390 ― ― △44,390

 当期純損失 ― △79,381 ― ― △79,381

自己株式の取得 △448 △448 ― ― △448

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
― ― △46 △46 △46

事業年度中の変動額合計 △448 △121,869 △46 △46 △121,916

平成20年５月20日残高 △10,841 1,665,864 △103 △103 1,665,760

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（４）重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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 

  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 

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） 

 法人税法の改正（（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、当事業年度

から平成19年５月21日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に

基づく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、当事業年度開始

以降に取得した有形固定資産から変更

しております。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業損失が8,699千円、経

常損失が8,699千円、税引前当期純損

失が8,699千円、当期純損失が8,699千

円それぞれ増加しております。 
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項目 

前事業年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20年５月20日) 

  

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、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

は、軽微であります。 

 (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 

 

 

 

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。 

（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。 

 

(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。 

 

 

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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（５）表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20年５月20日) 

 

 

 

 

 

（貸借対照表） 

前事業年度において独立掲記しておりました「預り

金」（当事業年度276千円）は、金額が僅少となった

ため、当事業年度においては流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

 

 

（６）個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成19年５月20日) 

当事業年度 

(平成20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 69,625千円

  

流動負債  

支払手形 313,317 

買掛金 61,164 

未払金 6,927 

  

  
 

流動資産  

売掛金  87,277千円

   

流動負債  

支払手形 288,438 

買掛金 97,878 

未払金 2,014 

  
 

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 破産更生債権等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
 

破産更生債権等 25,985千円

貸倒引当金 △25,985千円

 ― 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18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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 937,204千円

販売費及び一般管理費 123,949 
 

商品仕入高 945,872千円

販売費及び一般管理費 76,870 
 

※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 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％ 
 

給与手当 657,636千円

派遣人件費 120,166 

退職給付費用 43,096 

配送運賃 795,406 

業務外注費 1,503,705 

地代家賃 609,782 

貸倒引当金繰入 10,673 

通信費 124,475 

減価償却費 293,596 

賃借料 367,844 

支払手数料 169,734 

  

おおよその割合  

 販売費 60.9％ 

 一般管理費 39.0％ 
 

※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） 111千円

工具器具及び備品 4,083千円

合計 4,194千円

 

 

 

 

 

※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） 7,757千円

工具器具及び備品 3,960千円

合計 11,717千円

※５ 減損損失 

   当社では、電話加入権につき現在休止している電

話回線は、将来の使用見込みがないため、遊休資産

となった電話加入権については帳簿価額を市場価格

に基づく正味売却価額まで減額し、当該減少の

3,376千円を減損損失として、特別損失に計上いた

しました。 

   なお、当社は資産を全社資産、遊休資産に区分し

てグルーピングを行っております。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

自己株式に関する事項 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成19年５月21日 至 平成20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 
35,800株 4,203株 ― 40,003株 （注） 

合計 35,800株 4,203株 ― 40,003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18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20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 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
 

 

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 408,808 95,189 313,618

車両運搬具 8,695 6,057 2,637

工具器具及び

備品 
426,529 122,225 304,304

ソフトウエア 770,812 481,302 289,509

合計 1,614,845 704,775 910,070
 

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
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 246,597千円

１年超 680,737千円

合計 927,335千円
 

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
 

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 269,205千円

減価償却費相当額 250,379千円

支払利息相当額 26,008千円
 

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 188,830千円

１年超 2,683,171千円

合計 2,872,002千円
 

オペレーティング･リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 261,805千円

１年超 2,420,251千円

合計 2,682,056千円
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有価証券関係 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(平成20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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税効果会計関係 

 
前事業年度 

(平成19年５月20日) 
当事業年度 

(平成20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 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

その他有価証券評価差額 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

 

         
  

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 23,572

返品調整引当金 874

未払賞与 19,611

未払事業税 2,441

未払事業所税 7,144

繰越欠損金 32,982

その他 20,903

評価性引当額 △23,372

 繰延税金資産合計 84,158

 

固定資産「繰延税金資産」 

貸倒引当金 7,581

退職給付引当金 27,735

役員退職慰労金 6,070

投資有価証券評価損 4,146

その他有価証券評価差額 71

その他 3,151

評価性引当額 △19,172

 繰延税金資産合計 29,584

 
    

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%

 

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 △3.0%

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
△5.7%

住民税均等割額 △6.2%

過年度法人税等戻入額 3.1%

その他 1.4%

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
30.3%
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１株当たり情報 

 

前事業年度 

(自 平成18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20年５月20日) 

１株当たり純資産額 80円54銭 １株当たり純資産額 74円90銭

１株当たり当期純利益 8円13銭 １株当たり当期純損失 3円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 

8円03銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

 

 

(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18年５月21日 

至 平成19年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成19年５月21日 

至 平成20年５月20日) 

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失

（△）(千円) 
180,482 △79,381

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又は当期純損失

（△）(千円) 
180,482 △79,381

普通株式の期中平均株式数(千株) 22,189 22,237

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 286 ―

 （うち新株予約権（千株））  （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 

前事業年度 
 (自 平成18年５月21日 
 至 平成19年５月20日) 

当事業年度 
 (自 平成19年５月21日 
 至 平成20年５月20日) 

１ ストック・オプション 

当社は、平成19年８月９日開催の定時株主総会お

よび平成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・オプション報酬等の額

（枠）および内容を決議しております。 
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