
平成21年5月期 第3四半期決算短信 
平成21年3月24日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ビズネット株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 3381 URL http://www.biznet.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小川 修二
問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役副社長 （氏名） 高柳 通明 TEL 03-5860-1000

四半期報告書提出予定日 平成21年4月3日

1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成21年2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3四半期 13,667 ― △384 ― △369 ― △488 ―
20年5月期第3四半期 15,777 8.7 △161 ― △131 ― △91 ―

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3四半期 △21.98 ―
20年5月期第3四半期 △4.11 ―

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3四半期 8,677 1,177 13.6 52.95
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3四半期  1,177百万円 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3四半期  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3四半期  47,204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3四半期  22,233,922株 20年5月期第3四半期  22,237,306株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機により企業活動は厳しい状況が

続いており、景気停滞は継続しております。 

このような経営環境の中、当社グループは昨年12月に当期の業績見込を修正致しました。 

当社はお客様企業の合理化要請や内部統制強化の動きに対応するため、本年１月に発表した中期経営

計画に基づき、「ついで便」預かりサービスを契機に開発した「マルチハブサービス」、「プラットフ

ォームレンタルサービス」や「ネットdeカタログ」等のお客様企業における社内物流機能と販売支援機

能に特化したサービス商品を充実し、サードパーティ・パーチェシング＆ロジスティクス（３ＰＰＬ）

提供企業として、間接財購買・物流ソリューションのリーディング・カンパニーを目指しております。

そのため、お客様企業との関係をより強化し、ソリューション活動を推進するために、社内研修を充

実し、外部パートナーとの連携を含めた、営業スキルの強化を進めております。 

また、これらのサービス商品を既存利用企業への提供のほか、新たな企業への導入を推進しており、

大手企業をはじめとした間接財購買・物流ソリューションの利用見込企業が着実に増えております。 

業績面では、商品売上高は、一般既存顧客においては前年同期比4.7％減少となりました。特定大口

顧客においては、商品売上がフィー収入へ移行したことにより前年同期比68.6％減少となりましたが、

フィー収入は全体で前年同期比130.2％増加となりました。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が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41億６百万円、事務用品については43億41百万円、オフィス生活用品につ

いては15億93百万円、その他については20億74百万円となりました。また、フィー収入については15億

51百万円となりました。 

当第３四半期においては上期より実施している経費削減をさらに徹底し、同会計期間で営業キャッシ

ュ・フローがプラス基調になるなど、昨年12月に修正した予算値に沿った業績推移となり、収益構造は

着実に改善していると判断しておりますが、第２四半期までの営業損失による影響が大きく、営業損失

は３億84百円となりました。 

以上により、売上高は136億67百万円、営業損失は３億84百万円、経常損失は３億69百万円、四半期

純損失は４億88百万円となりました。 

  

（資産） 

当第３四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１億95百万円減少とな

り、86億77百万円となりました。 

その主な要因は、現金及び預金の増加４億98百万円に対し、たな卸資産の減少３億22百万円、固定資

産の減少1億96百万円、繰延税金資産の減少１億13百万円、立替金の減少１億８百万円等であります。 

この結果、流動資産は70億22百万円、固定資産は16億54百万円となりました。 

  

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億94百万円増加となり、75億円となりました。 

その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少６億38百万円、受入保証金の減少50百万円及び、短期借

入金の増加10億円等であります。 

この結果、流動負債は63億70百万円、固定負債は11億29百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて、利益剰余金等が４億90百万円減少し11億77百万円とな

りました。 

  

平成21年５月期の連結業績予想に関しては、平成20年12月18日に公表しました業績予想値に変更はご

ざいません。 

  

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。 

  

１）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、第２四半期連

結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する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)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３四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73,845千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３四半期連結会計期間末
(平成21年２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 1,532,490 1,034,407

受取手形及び売掛金 4,169,362 4,135,884

商品 1,019,794 1,357,349

貯蔵品 42,877 28,209

その他 315,015 524,763

貸倒引当金 △57,253 △58,890

流動資産合計 7,022,287 7,021,724

固定資産   

有形固定資産 155,246 275,516

無形固定資産   

ソフトウエア 978,895 937,391

その他 38,482 149,046

無形固定資産合計 1,017,378 1,086,438

投資その他の資産 482,230 489,289

固定資産合計 1,654,854 1,851,244

資産合計 8,677,142 8,872,969

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,714,651 4,353,630

短期借入金 2,000,000 1,000,000

未払法人税等 7,313 9,141

返品調整引当金 1,888 2,149

その他 646,945 659,681

流動負債合計 6,370,797 6,024,603

固定負債   

受入保証金 1,048,000 1,098,000

退職給付引当金 71,911 68,163

その他 9,310 14,920

固定負債合計 1,129,221 1,181,083

負債合計 7,500,019 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 △289,434 199,327

自己株式 △11,381 △10,841

株主資本合計 1,178,083 1,667,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △960 △103

評価・換算差額等合計 △960 △103

純資産合計 1,177,123 1,667,282

負債純資産合計 8,677,142 8,872,969

－　4　－

ビズネット株式会社（3381）　平成21年５月期　第３四半期決算短信



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年２月20日) 

売上高 13,667,804

売上原価 9,410,922

売上総利益 4,256,882

返品調整引当金戻入額 2,149

返品調整引当金繰入額 1,888

差引売上総利益 4,257,143

販売費及び一般管理費 4,641,749

営業損失（△） △384,605

営業外収益  

受取利息 1,737

消耗品売却収入 17,188

その他 22,982

営業外収益合計 41,908

営業外費用  

支払利息 22,581

その他 4,677

営業外費用合計 27,258

経常損失（△） △369,955

特別利益  

貸倒引当金戻入額 198

特別利益合計 198

税金等調整前四半期純損失（△） △369,757

法人税、住民税及び事業税 5,332

法人税等調整額 113,672

法人税等合計 119,004

四半期純損失（△） △488,761
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年２月20日) 

売上高 4,421,537

売上原価 3,003,649

売上総利益 1,417,887

返品調整引当金戻入額 1,743

返品調整引当金繰入額 1,888

差引売上総利益 1,417,742

販売費及び一般管理費 1,491,398

営業損失（△） △73,655

営業外収益  

受取利息 568

消耗品売却収入 5,515

その他 4,740

営業外収益合計 10,824

営業外費用  

支払利息 8,531

その他 1,989

営業外費用合計 10,521

経常損失（△） △73,352

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,613

特別利益合計 1,613

税金等調整前四半期純損失（△） △71,739

法人税、住民税及び事業税 1,498

法人税等調整額 －

法人税等合計 1,498

四半期純損失（△） △73,238
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年２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（△） △369,757

減価償却費 302,296

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,636

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,747

返品調整引当金の増減額（△は減少） △261

受取利息 △1,737

支払利息 22,581

売上債権の増減額（△は増加） △33,478

たな卸資産の増減額（△は増加） 322,887

立替金の増減額（△は増加） 108,426

仕入債務の増減額（△は減少） △638,979

未払金の増減額（△は減少） △81,130

受入保証金の増減額（△は減少） △50,000

その他 81,098

小計 △335,944

利息の受取額 1,737

利息の支払額 △24,178

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,320

営業活動によるキャッシュ・フロー △361,705

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

有形固定資産の売却による収入 87,686

ソフトウエアの取得による支出 △204,913

ソフトウエアの売却による収入 25,000

投資有価証券の取得による支出 △925

敷金及び保証金の差入による支出 △21,888

その他 △496

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,501

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 8,500,000

短期借入金の返済による支出 △7,500,000

自己株式の取得による支出 △540

配当金の支払額 △168

財務活動によるキャッシュ・フロー 999,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 498,083

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 1,532,490
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年５月21日 至 平成21年２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３四半期連結累計期間（自 平成20年５月21日 至 平成21年２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３四半期連結累計期間（自 平成20年５月21日 至 平成21年２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３四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３四半期連結累計期間
（自 平成20年５月21日 

  至 平成21年２月20日）

 PC・OA用品                （千円） 3,382,511

 事務用品                 （千円） 3,134,062

 オフィス生活用品             （千円） 1,188,419

 その他                  （千円） 1,368,375

        合計            （千円） 9,073,368
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当第３四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３四半期連結累計期間
（自 平成20年５月21日 

    至 平成21年２月20日）

商 
品 
販 
売

 PC・OA用品                 （千円） 4,106,007

 事務用品                   （千円） 4,341,068

 オフィス生活用品          （千円） 1,593,876

 その他                     （千円） 2,074,963

        小計      （千円） 12,115,915

    フィー収入                 （千円） 1,551,888

           合計       （千円） 13,667,804

相手先

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年５月21日 

  至 平成21年２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㈱

2,219,580 16.2

㈱タイチ 1,778,701 13.0
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前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

「参考資料」

(1) （要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年5月21日
  至 平成20年2月20日)

区分 金額(千円)
Ⅰ 売上高 15,777,354
Ⅱ 売上原価 11,673,939

  売上総利益 4,103,414
  返品調整引当金戻入額 1,675
  返品調整引当金繰入額 1,960
      差引売上総利益 4,103,129

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,264,484

       営業損失（△） △161,355
Ⅳ 営業外収益 32,673
Ⅴ 営業外費用 2,807
       経常損失（△） △131.489

Ⅵ 特別損失 11,717
    税金等調整前四半期純損失（△） △143,207
    法人税等 △51,786

     四半期純損失（△） △91,420
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年5月21日
至 平成20年2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（△） △143,207
  ２ 減価償却費 201,510
  ３ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,528
  ４ 退職給付引当金の増減額(△は減少） △5,214
  ５ 返品調整引当金の増減額（△は減少） 285
  ６ 受取利息 △5,849
  ７ 支払利息 2,126
  ８ 固定資産除却損 11,717
  ９ 売上債権の増減額（△は増加） △60,945
 10 たな卸資産の増減額（△は増加） 10,528
 11 仕入債務の増減額（△は減少） △30,071
 12 未払金の増減額（△は減少） 50,131
 13 受入保証金の増減額（△は減少） △70,000
 14 その他 △205,827

        小計 △232,286

 15 利息の受取額 5,868
 16 利息の支払額 △3,205
 17 法人税等の支払額 △91,677

  営業活動によるキャッシュ・フロー △321,301

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
  １ 有価証券の売却による収入 20,000
  ２ 有形固定資産の取得による支出 △179,765
  ３ ソフトウエアの取得による支出 △587,719
  ４ 投資有価証券の取得による支出 △907
  ５ 保証金差入による支出 △28,610
  ６ 差入保証金の回収による収入 91,062
  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 2,923

  投資活動によるキャッシュ・フロー △635,715

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 1,600,000
  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 △373
  ５ 配当金の支払額 △43,371

  財務活動によるキャッシュ・フロー 958,605

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,587

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 1,716,362
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