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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成20年11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2四半期 9,246 ― △312 ― △298 ― △415 ―
20年5月期第2四半期 10,569 9.4 △111 ― △91 ― △63 ―

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2四半期 △18.69 ―
20年5月期第2四半期 △2.85 ―

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2四半期 8,713 1,250 14.4 56.26
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2四半期  1,250百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 18,800 △9.5 △290 ― △280 ― △400 ― △17.98

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】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】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条件等については、２ページ【定性的情報・財務諸表】「３．連結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2四半期  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2四半期  44,773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2四半期  22,235,170株 20年5月期第2四半期  22,236,356株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融不安に端を発した海外経済の景気後退による
国内経済への波及により、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。 
 また、わが国の企業の収益面は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、競争激化や企業のコスト削減への取組による影響には十分留意

する必要がありますが、反面、景気後退の中にあって、お客様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、企業における当該ソリューションサービスに対するニーズは高まってくると
認識しております。 
このような中、当社グループにおいては、企業体質の改善のためのコスト削減や資産の有効活用に努

めてまいりましたが、経済の急速な景気後退により、企業の支出抑制の動きが及ぼす当社業績への影響
が鮮明になっております。  
当社グループにおける商品売上高は、一般既存顧客に対する売上は前年実績を確保いたしましたが、

特定大口顧客においては、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19.0％減少い
たしました。 
また、フィー収入は計画には未達成でしたが前年同期比156.4％の増加となりました。 
以上により、売上高は92億46百万円（前年同期比12.5％減）となり、売上総利益は28億39百万円（前

年同期比6.1％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28億23百万円、事務用品については29億83百万円、オフィス生活用品につ

いては10億87百万円、その他については13億45百万円となりました。 
また、フィー収入については10億7百万円となりました。 
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２四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は前年同
期比13.1％増加しました。  
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は92億46百万円（前年同期は105億69

百万円の売上高）、営業損失は３億12百万円（前年同期は１億11百万円の営業損失）、経常損失は２億
98百万円（前年同期は91百万円の経常損失）、四半期純損失は４億15百万円（前年同期は63百万円の四
半期純損失）となりました。 
なお、前年同期増減率（前年同期の金額）は参考として記載しております。 

  

（資産） 
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて１億59百万円減少とな

り、87億13百万円となりました。 
その主な要因は、現金及び預金の増加１億96百万円、受取手形及び売掛金の増加１億45百万円に対

し、たな卸資産の減少1億89百万円、繰延税金資産の減少1億13百万円及び固定資産の減少51百万円など
であります。 
この結果、流動資産は69億13百万円、固定資産は18億円となりました。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億57百万円増加となり、74億62百万円となりました。  
その主な要因は支払手形及び買掛金が６億86百万円減少、受入保証金が32百万円減少したこと及び、

短期借入金が10億円増加したことによるものです。 
この結果、流動負債は63億16百万円、固定負債は11億45百万円となりました。 

（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が４億15百万円減少し、12億50百万円となりま
した。  

  

平成21年５月期の連結業績予想に関しましては、平成20年７月４日に公表いたしました平成21年５月
期の連結業績予想を修正しております。詳細は平成20年12月18日に公表いたしました「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。 

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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 該当事項はありません。 
  

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。 
  

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)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。 

  

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、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)が適用されたことに伴い、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。 
これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、

それぞれ55,596千円増加しております。 
  

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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年11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 1,230,671 1,034,407 

受取手形及び売掛金 4,281,169 4,135,884 

商品 1,170,466 1,357,349 

貯蔵品 25,605 28,209 

その他 264,471 524,763 

貸倒引当金 △58,773 △58,890 

流動資産合計 6,913,610 7,021,724 

固定資産 

有形固定資産 258,739 275,516 

無形固定資産 

ソフトウエア 1,027,973 937,391 

その他 33,366 149,046 

無形固定資産合計 1,061,340 1,086,438 

投資その他の資産 479,963 489,289 

固定資産合計 1,800,043 1,851,244 

資産合計 8,713,654 8,872,969 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,667,013 4,353,630 

短期借入金 2,000,000 1,000,000 

未払法人税等 8,867 9,141 

返品調整引当金 1,743 2,149 

その他 639,270 659,681 

流動負債合計 6,316,894 6,024,603 

固定負債 

受入保証金 1,066,000 1,098,000 

退職給付引当金 70,642 68,163 

その他 9,310 14,920 

固定負債合計 1,145,952 1,181,083 

負債合計 7,462,847 7,205,687 

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 △216,196 199,327 

自己株式 △11,263 △10,841 

株主資本合計 1,251,440 1,667,386 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △633 △103 

評価・換算差額等合計 △633 △103 

純資産合計 1,250,807 1,667,282 

負債純資産合計 8,713,654 8,872,969 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
至 平成20年11月20日) 

売上高 9,246,266 

売上原価 6,407,272 

売上総利益 2,838,994 

返品調整引当金戻入額 2,149 

返品調整引当金繰入額 1,743 

差引売上総利益 2,839,400 

販売費及び一般管理費 3,151,765 

営業損失（△） △312,365 

営業外収益 

受取利息 1,168 

消耗品売却収入 11,673 

その他 18,242 

営業外収益合計 31,084 

営業外費用 

支払利息 14,049 

その他 2,687 

営業外費用合計 16,737 

経常損失（△） △298,017 

税金等調整前四半期純損失（△） △298,017 

法人税、住民税及び事業税 3,833 

法人税等調整額 113,672 

法人税等合計 117,506 

四半期純損失（△） △415,523 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年８月21日 
至 平成20年11月20日) 

売上高 4,777,691 

売上原価 3,275,218 

売上総利益 1,502,473 

返品調整引当金戻入額 1,420 

返品調整引当金繰入額 1,743 

差引売上総利益 1,502,150 

販売費及び一般管理費 1,525,279 

営業損失（△） △23,129 

営業外収益 

受取利息 353 

消耗品売却収入 6,027 

その他 8,880 

営業外収益合計 15,260 

営業外費用 

支払利息 8,938 

その他 1,209 

営業外費用合計 10,147 

経常損失（△） △18,016 

税金等調整前四半期純損失（△） △18,016 

法人税、住民税及び事業税 2,059 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 2,059 

四半期純損失（△） △20,075 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
至 平成20年11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（△） △298,017 

減価償却費 209,799 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △116 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,478 

返品調整引当金の増減額（△は減少） △406 

受取利息 △1,168 

支払利息 14,049 

売上債権の増減額（△は増加） △145,285 

たな卸資産の増減額（△は増加） 189,487 

立替金の増減額（△は増加） 168,718 

仕入債務の増減額（△は減少） △686,617 

未払金の増減額（△は減少） △43,363 

受入保証金の増減額（△は減少） △32,000 

その他 32,101 

小計 △590,338 

利息の受取額 1,168 

利息の支払額 △14,357 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,208 

営業活動によるキャッシュ・フロー △606,735 

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 △23,963 

ソフトウエアの取得による支出 △151,749 

投資有価証券の取得による支出 △611 

敷金及び保証金の差入による支出 △19,993 

その他 △111 

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,429 

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 6,500,000 

短期借入金の返済による支出 △5,500,000 

自己株式の取得による支出 △421 

配当金の支払額 △148 

財務活動によるキャッシュ・フロー 999,429 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,263 

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 1,230,671 
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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)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。 

  

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２四半期連結累計期間（自 平成20年５月21日 至 平成20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、記録を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年５月21日 至 平成20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。 

  

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年５月21日 至 平成20年11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。 

  

当第２四半期連結累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。 

  

(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

6． その他の情報

(1) 仕入実績

区分
当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年５月21日 

  至 平成20年11月20日）

PC・OA用品                （千円） 2,320,177

事務用品                 （千円） 2,120,871

オフィス生活用品             （千円） 818,814

その他                  （千円） 980,965

      合計            （千円） 6,240,828
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当第２四半期連結累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) 販売実績

区分
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年５月21日 

    至 平成20年11月20日）

PC・OA用品                             （千円） 2,823,017

事務用品                               （千円） 2,983,074

オフィス生活用品                       （千円） 1,087,034

その他                                 （千円） 1,345,902

フィー収入                             （千円） 1,007,237

      合計            （千円） 9,246,266

相手先

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年５月21日 

  至 平成20年11月20日）

販売高(千円) 割合(％)

富士ゼロックスインターフ
ィールド㈱

1,445,064 15.6

㈱タイチ 1,067,164 11.5
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前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

「参考資料」

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月21日

  至 平成19年11月20日)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 10,569,868 100
Ⅱ 売上原価 7,893,349 74.7
  売上総利益 2,676,518 25.3
  返品調整引当金戻入額 1,675 0.0
  返品調整引当金繰入額 2,563 0.0
      差引売上総利益 2,675,630 25.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,787,397 26.4

       営業損失（△） △111,766 △1.1
Ⅳ 営業外収益
 １ 受取利息 3,763
 ２ 消耗品売却収入 10,096
 ３ 破損商品等賠償金 3,711
 ４ その他 5,200 22,771 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

       経常損失（△） △91,340 △0.9
Ⅵ 特別損失
 １ 固定資産除却損 11,717 11,717 0.1
    税金等調整前中間純損失（△） △103,058 △1.0
   法人税、住民税及び事業税 4,801

    法人税等調整額 △44,449 △39,648 △0.4

     中間純損失（△） △63,409 △0.6
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(2) 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19年５月21日
至 平成19年11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 税金等調整前中間純損失（△） △103,058
  ２ 減価償却費 123,346
  ３ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 434
  ４ 退職給付引当金の増減額(△は減少） △2,073
  ５ 返品調整引当金の増減額（△は減少） 888
  ６ 受取利息 △3,763
  ７ 支払利息 1,664
  ８ 固定資産除却損 11,717
  ９ 売上債権の増減額（△は減少） 152,852
 10 たな卸資産の増減額（△は減少） △45,539
 11 仕入債務の増減額（△は減少） △193,662
 12 未払金の増減額（△は減少） △40,251
 13 その他 △64,319

        小計 △161,765

 14 利息の受取額 3,770
 15 利息の支払額 △1,664
 16 法人税等の支払額 △67,450

  営業活動によるキャッシュ・フロー △227,108

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 △154,167
  ２ ソフトウエアの取得による支出 △273,054
  ３ 投資有価証券の取得による支出 △602
  ４ 差入保証金の回収による収入 554
  ５ ソフトウエア開発契約変更に伴う手付金返金収入 47,300
  ６ その他 1,745

  投資活動によるキャッシュ・フロー △378,223

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 2,350
  ４ 自己株式の取得による支出 △313
  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 △41,269

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △646,601

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中間期末残高 1,068,173
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