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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成20年8月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第1四半期 4,468 △11.3 △289 ― △280 ― △395 ―
20年5月期第1四半期 5,037 8.1 △216 ― △206 ― △138 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年5月期第1四半期 △17.78 ―
20年5月期第1四半期 △6.25 ―

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

21年5月期第1四半期 8,226 1,271 15.5 57.19
20年5月期 8,872 1,667 18.8 74.97

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  1,271百万円 20年5月期  1,667百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2．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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・ 
財務諸表】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  22,278,000株 20年5月期  22,278,000株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  42,783株 20年5月期  40,003株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  22,236,799株 20年5月期第1四半期  22,232,522株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰をはじめとする諸物価の高騰等によ
り、景気の減速傾向は一層強まり、先行きの不透明感が強まっております。企業においても設備投資や雇
用環境が横ばいとなるなど収益面でも悪化が見られます。また、米国経済の景気後退懸念や株式・為替市
場等の低迷が続いております。 
一方、当社グループ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が激しくなってきており、一方では原油や各種素材価格上昇の影響による仕
入価格上昇懸念等は注意を要する状況となっております。また、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。 
このような経営環境の中、当社グループは有力なディーラーとの連携を強めることにより、お客様企業

への提案営業力の強化を図ることに注力してまいりました。また、「ついで便」預かりサービス等の諸機
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」や当社システムのプラットフォー
ムを各メーカーやサプライヤーの販売業務支援システムとして提供する「ビズネット プラットフォーム
レンタル サービス」等、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組を強化し、新たなチャネルやユー
ザー企業の開拓を進め、企業体質の改善に努めてまいりました。 
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

よりシステム及びサービス提供を開始し、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、従来の商品売上は一部フィー収入に移行しております。 
このような状況の中、当社グループにおける商品売上高は競争激化の中、既存顧客に対する売上は前年

同期比2.3％増加いたしましたが、ｅサプライ事業関連については従来の商品売上がフィー収入へ移行し
たこともあり前年同期比71.4％減少いたしました。また、フィー収入は前年同期比191.3％の増加となり
ました。以上により、売上高は44億68百万円（前年同期比11.3％減）となり、売上総利益は13億37百万円
（前年同期比7.8％増）となりました。 
なお、当社グループは、単一事業であり事業の種類別セグメントを作成しておりません。商品の品目別

の売上高は下記の通りです。 
ＰＣ・ＯＡ用品については14億8百万円、事務用品については14億79百万円、オフィス生活用品につい

ては５億50百万円、その他については６億８百万円となりました。また、フィー収入については４億22百
万円となりました。 
費用につきましては、引き続き原価低減、経費削減等に努めてまいりましたが前期に行った投資による

当期費用への増加影響等もあり、当第１四半期における販売費及び一般管理費は前年同期比11.6％増加し
ました。 
以上の結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高は44億68百万円（前年同期比11.3％

減）、営業損失は２億89百万円（前年同期は２億16百万円の営業損失）、経常損失は２億80百万円（前年
同期は２億６百万円の経常損失）、四半期純損失は法人税等調整額１億13百万円等が増加し、３億95百万
円（前年同期は1億38百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（資産） 
当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて６億46百万円減少となり、82億26百万円と

なりました。その主な要因は、前期から実施しております物流センター等強化に伴う設備・システム開発
等の設備投資や税引前四半期純損失等による現金及び預金の減少３億64百万円、商品売上のフィー収入へ
の一部移行の影響による受取手形及び売掛金の減少１億58百万円、この他繰延税金資産の減少１億13百万
円などであります。この結果、流動資産は63億36百万円、固定資産は18億89百万円となりました。 
（負債） 
負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億50百万円減少となり、69億55百万円となりました。 
その主な要因は支払手形及び買掛金が６億28百万円減少、販売店の解約に伴う保証金返却で受入保証金

が27百万円減少したこと及び、短期借入金が５億円増加したことによるものです。この結果、流動負債
は、58億５百万円、固定負債は11億49百万円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて利益剰余金等が３億95百万円減少し、12億71百万円となりま

した。 
  

今後のわが国経済の見通しは、諸物価の高騰等により、景気の減速傾向は一層強まり、先行きの不透明
感が強まると考えられます。また、引き続き米国経済の景気後退や株式・為替市場等の混乱が続いてお
り、わが国の企業においても収益面でさらに悪化することが予想されます。 
当社グループを取り巻く経営環境は、競合激化や諸コストの上昇懸念には十分留意する必要があります

が、景気後退の中にあって、ユーザー企業の合理化要請や内部統制強化の動きが強まっていることから、
企業のＢＰＯに対するニーズは一層高まってくると認識しております。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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このような中、当社グループは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
活用し、お客様企業の業務効率化ＢＰＯソリューションサービスへの取組を強化し、新たなチャネルやユ
ーザー企業の開拓を進めると共に、企業体質の改善に努めてまいります。 
さらに、金融商品取引法を踏まえ内部統制に則した取り組みをすすめ、サービスの品質向上に努めるこ

とで、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。前期までに実施した投
資等を有効に活用し、原価低減、経費削減を徹底して実施し、安定した収益を確保できるよう体制を整備
してまいります。 
平成21年５月期の連結業績予想に関しましては、事業環境の推移を注意深く見極める必要があり、平成

20年７月４日に公表いたしました決算短信における業績予想に変更はありませんが、必要に応じて見直し
を行い、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 
  

１） 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 
２） たな卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。また、たな卸資
産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積り、
簿価切下げを行う方法によっております。 
  

該当事項はありません。 
  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)
及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14
日)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四
半期連結財務諸表を作成しております。 

  

たな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四
半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月
５日)が適用されることに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
これに伴う営業損失、経常損失及び、税金等調整前四半期純損失が16,253千円それぞれ増加しており
ます。 

  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 ① 簡便な会計処理

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 四半期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

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

- 3 -

ビズネット株式会社（3381）　平成21年５月期　第１四半期決算短信



 

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月20日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 670,020 1,034,407 

受取手形及び売掛金 3,977,164 4,135,884 

商品 1,418,939 1,357,349 

貯蔵品 26,542 28,209 

その他 301,682 524,763 

貸倒引当金 △57,555 △58,890 

流動資産合計 6,336,793 7,021,724 

固定資産 

有形固定資産 271,270 275,516 

無形固定資産 

ソフトウエア 1,081,233 937,391 

その他 57,250 149,046 

無形固定資産合計 1,138,483 1,086,438 

投資その他の資産 480,243 489,289 

固定資産合計 1,889,998 1,851,244 

資産合計 8,226,791 8,872,969 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,725,620 4,353,630 

短期借入金 1,500,000 1,000,000 

未払法人税等 2,752 9,141 

返品調整引当金 1,420 2,149 

その他 575,892 659,681 

流動負債合計 5,805,685 6,024,603 

固定負債 

受入保証金 1,071,000 1,098,000 

退職給付引当金 69,245 68,163 

その他 9,310 14,920 

固定負債合計 1,149,555 1,181,083 

負債合計 6,955,240 7,205,687 

（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月20日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,196,200 1,196,200 

資本剰余金 282,700 282,700 

利益剰余金 △196,121 199,327 

自己株式 △11,102 △10,841 

株主資本合計 1,271,676 1,667,386 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △125 △103 

評価・換算差額等合計 △125 △103 

純資産合計 1,271,550 1,667,282 

負債純資産合計 8,226,791 8,872,969 
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
至 平成20年８月20日) 

売上高 4,468,575 

売上原価 3,132,054 

売上総利益 1,336,521 

返品調整引当金戻入額 2,149 

返品調整引当金繰入額 1,420 

差引売上総利益 1,337,250 

販売費及び一般管理費 1,626,486 

営業損失（△） △289,235 

営業外収益 

受取利息 815 

消耗品売却収入 5,646 

その他 9,362 

営業外収益合計 15,824 

営業外費用 

支払利息 5,111 

その他 1,478 

営業外費用合計 6,589 

経常損失（△） △280,001 

特別利益 0 

特別損失 0 

税金等調整前四半期純損失（△） △280,001 

法人税、住民税及び事業税 1,774 

法人税等調整額 113,672 

法人税等合計 115,447 

四半期純損失（△） △395,448 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
至 平成20年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失（△） △280,001 

減価償却費 104,344 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,334 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,081 

返品調整引当金の増減額（△は減少） △729 

受取利息 △1,816 

支払利息 5,111 

売上債権の増減額（△は増加） 158,719 

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,921 

立替金の増減額（△は増加） 161,387 

仕入債務の増減額（△は減少） △628,010 

未払金の増減額（△は減少） △75,636 

受入保証金の増減額（△は減少） △27,000 

その他 △39,620 

小計 △683,426 

利息の受取額 1,816 

利息の支払額 △5,291 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,214 

営業活動によるキャッシュ・フロー △690,114 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △16,219 

ソフトウエアの取得による支出 △137,174 

投資有価証券の取得による支出 △309 

敷金及び保証金の差入による支出 △19,640 

その他 △538 

投資活動によるキャッシュ・フロー △173,882 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 2,500,000 

短期借入金の返済による支出 △2,000,000 

自己株式の取得による支出 △261 

配当金の支払額 △128 

財務活動によるキャッシュ・フロー 499,609 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △364,386 

現金及び現金同等物の期首残高 1,034,407 

現金及び現金同等物の四半期末残高 670,020 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及
び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を
適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月21日 至 平成20年８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これらの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】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月21日 至 平成20年８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】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月21日 至 平成20年８月20日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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6. その他の情報

(1) 注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８月20日)

前連結会計年度末 
(平成20年５月20日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   115,149千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額    98,070千円

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

     投資その他の資産         27,397千円  
        ──────────

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日  
 至 平成20年８月20日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 179,949 千円

退職給付費用 9,060  〃

賞与引当金繰入額 23,100  〃

配送運賃 271,146 〃

業務外注費 370,158 〃

地代家賃 218,273 〃

貸倒引当金繰入額 243 〃

減価償却費 104,344 〃

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日  
 至 平成20年８月20日)

 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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 670,020千円

現金及び現金同等物 670,020千円
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当第１四半期連結会計期間における仕入実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 品目別の各区分に含まれる商品群は次のとおりであります。 

(1) PC・OA用品 

 PC用品、OAサプライ、OA用紙、ビジネスマシン、メディア等 

(2) 事務用品 

 ファイル、ノート、紙製品、筆記用具、文具・事務用品、オフィス作業用品等 

(3) オフィス生活用品 

 飲料、食品、飲料雑貨、生活雑貨等 

(4) その他  

 電化消耗品、オフィス機器家電製品、掲示表示用品、ギフト用品、プリントサービス等 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 品目別の各区分に含まれる商品群は次のとおりであります。 

(1) PC・OA用品  

 PC用品、OAサプライ、OA用紙、ビジネスマシン、メディア等 

(2) 事務用品  

 ファイル、ノート、紙製品、筆記用具、文具・事務用品、オフィス作業用品等 

(3) オフィス生活用品  

 飲料、食品、飲料雑貨、生活雑貨等 

(4) その他  

 電化消耗品、オフィス機器家電製品、掲示表示用品、ギフト用品、プリントサービス等 

(5) フィー収入 

 システムフィー、請求明細代行発行料、カタログ広告掲載料、ついで便、等 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 仕入実績

区分 金額（千円）

PC・OA用品 1,170,545

事務用品 1,014,136

オフィス生活用品 423,565

その他 591,195

合計 3,199,442

(3) 販売実績

区分 金額(千円)

PC・OA用品 1,408,005

事務用品 1,479,458

オフィス生活用品 550,507

その他 608,338

フィー収入 422,265

合計 4,468,575

相手先
当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

富士ゼロックスインター
フィールド㈱

672,068 15.0

㈱タイチ 476,584 10.7
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前四半期に係る財務諸表等 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成19年５月21日 至 平成19年８月20日） 

  

「参考資料」

(1) （要約）四半期連結損益計算書

科  目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年5月21日

至 平成19年8月20日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 5,037,672

Ⅱ 売上原価 3,796,107

   売上総利益 1,241,565

   返品調整引当金戻入額 1,675

   返品調整引当金繰入額 2,533

   差引売上総利益 1,240,707

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,457,249

   営業損失(△) △216,541

Ⅳ 営業外収益 10,945

Ⅴ 営業外費用 686

   経常損失(△) △206,283

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 ―

   税金等調整前四半期純損失(△) △206,283

   法人税等 △67,341

   四半期純損失(△) △138,941
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 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年５月21日 至 平成19年８月20日） 

(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年5月21日

至 平成19年8月20日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  １.税金等調整前四半期純損失(△) △206,283

  ２.減価償却費 55,796

  ３.貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,611

  ４.退職給付引当金の増減額(△は減少) 5,215

  ５.返品調整引当金の増減額（△は減少） 858

  ６.受取利息及び受取配当金 △2,343

  ７.固定資産除却損 ―

  ８.売上債権の増減額(△は減少) 443,000

  ９.たな卸資産の増減額(△は減少) △87,389

  10.仕入債務の増減額(△は減少) △325,599

  11.未払金の増減額(△は減少) 917

  12.受入保証金の増減額(△は減少) △36,000

  13.その他 △51,468

    小計 △201,685

  14.利息及び配当金の受取額 2,332

  15.法人税等の支払額 △68,600

  営業活動によるキャッシュ・フロー △267,953

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 △49,314

  ２.ソフトウェアの取得による支出 △89,915

  ３.無形固定資産の取得による支出 ―

  ４.投資有価証券の取得による支出 △301

  ５.保証金差入による支出 ―

  ６.差入保証金の回収による収入 ―

  ７.その他 △442

  投資活動によるキャッシュ・フロー △139,973

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  １.株式の発行による収入 2,350

  ２.自己株式の取得による支出 △24

  ３.配当金の支払額 △44,390

  財務活動によるキャッシュ・フロー △42,065

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △449,992

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,714,774

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,264,782

- 11 -

ビズネット株式会社（3381）　平成21年５月期　第１四半期決算短信




