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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年5月期 18,578 △10.6 △223 ― △196 ― △382 ―
20年5月期 20,777 5.7 △133 ― △98 ― △79 ―

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 ％ ％ ％

21年5月期 △17.18 ― △25.9 △2.2 △1.2
20年5月期 △3.59 ― △4.6 △1.1 △0.6

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  ―百万円 20年5月期  ―百万円

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 8,914 1,283 14.4 57.75
20年5月期 8,872 1,667 18.8 74.97

（参考） 自己資本   21年5月期  1,283百万円 20年5月期  1,667百万円

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

21年5月期 △281 △120 980 1,612
20年5月期 △652 △986 958 1,034

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年5月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年5月21日～平成22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

8,350 △9.7 △165 ― △165 ― △167 ― △7.51

通期 17,700 △4.7 110 ― 110 ― 105 ― 4.72
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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） 

(注)詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、及び21ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(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、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  48,834株 20年5月期  40,003株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年5月21日～平成21年5月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

 
2. 個別業績予想につきましては、投資情報としての重要性が大きくないと判断される為、記載を省略しております。 

(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 ％

21年5月期 18,539 △10.7 △222 ― △193 ― △378 ―
20年5月期 20,755 5.7 △135 ― △98 ― △79 ―

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

21年5月期 △17.04 ―
20年5月期 △3.57 ―

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 8,916 1,285 14.4 57.82
20年5月期 8,871 1,665 18.8 74.90

（参考） 自己資本 21年5月期  1,285百万円 20年5月期  1,665百万円

※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有ります。 
業績予想の前提となる条件等については、4ページ「1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 、次期の見通し」をご覧ください。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機により急激な円高の進行、株式市場の急

落などがもたらされ、その影響が投資抑制や需要減少などの実体経済に波及したことから企業活動は

厳しい状況が続き、景気停滞が継続しました。 

当社グループを取り巻く経営環境は、通販事業者等との競合が一層激しくなるとともに、原油や各

種素材価格変動による仕入価格の変動も大きかったこと、またお客様におけるコスト削減のニーズが

強まったこと等により、物販を主とする当社の業績は影響を受け、商品売上高は前年同期比16.7％減

少となりました。 

こうした経営環境の中で当社は、中期経営計画に基づき物販からサービス事業へのシフトを積極的

に進め、本格的にお客様へのサービス商品導入を推進した結果、サービス事業に伴うフィー収入は前

年同期比100.1％増加となりました。 

また、損益改善策として、前年度において業務量拡大に備え確保した人員や設備投資等により増加

した固定費の削減やその他経費の節減を進めてまいりましたが当期間中にすべての施策が効果を実現

するに至らず、営業損失は前期に比べ増加となり、減収減益となりました。 

ただし、コスト削減の取り組みや投資抑止を進めた結果、上期は減収減益であったものの、下期に

は営業キャッシュ・フローがプラス基調になり、予算値に沿って黒字の業績推移となるなど、収益構

造は着実に改善していると判断しております。 

また、経費削減の一環として本年９月に本社移転を行うこととし、移転に伴う除却損等を当連結会

計年度の特別損失に計上いたしました。 

なお、当社グループは単一事業であり事業セグメント別の記載をしておりませんが、物販売上に伴

う商品売上高は164億10百万円、サービス商品によるフィー収入は21億68百万円となりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は185億78百万円（前年同期比10.6％減）、売上総利益は59

億28百万円（同4.7％増）、販売費及び一般管理費は61億51百万円（同6.2％増）、営業損失は２億23

百万円（前年同期は営業損失1億33百万円）、経常損失は１億96百万円（前年同期は経常損失98百万

円）、当期純損失は３億82百万円（前年同期は当期純損失79百万円）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績
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国内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。このような経済環境の中、当社グループはディーラーとの協業による地域戦略や商品戦略によ

り物販の基盤を維持してまいります。 

さらに、経営戦略に基づき、サービス事業へのシフトを進めるため、プロジェクトを立ち上げ、よ

り付加価値の高いサービス実現へまい進してまいります。また、お客様との関係をより一層向上させ

るソリューション力を高め、マーケティング力や、営業力を強化してまいります。 

それにより、大手企業をはじめとした間接材購買・物流ソリューションを利用するお客様が増えて

サービス収入が増加し、売上総利益が改善するものと判断しております。 

また、費用面におきましては、ソリューションの品質を高めつつ業務効率化をさらにすすめ、前期

に着手したコスト削減の施策を進めて、引き続き損益改善を徹底することで、販売費及び一般管理費

の更なる削減に努めるとともに、業績の回復を図ります。 

このような施策により、平成22年５月期の連結業績としては売上高177億円（前年同期比4.7％

減）、営業利益は１億10百万円、経常利益は１億10百万円、当期純利益１億５百万円を見込んでおり

ます。 

  

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 次期の見通し

業績予想に関する留意事項
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当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて41百万円増加となり、89億14百万円とな

りました。 

その主な要因は、現金及び預金の増加５億78百万円、受取手形及び売掛金２億83百万円の増加に対

し、たな卸資産の減少５億43百万円、立替金の減少１億67百万円、繰延税金資産の減少１億13百万円

等であります。 

この結果、流動資産は70億56百万円（前年同期比0.5％増）、固定資産は18億58百万円（前年同期

比0.4％増）となりました。 

  

負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億25百万円増加となり、76億30百万円となりました。 

その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少８億58百万円、販売店の解約に伴う保証金返却による

受入保証金の減少89百万円、未払金の減少84百万円に対し、短期借入金の増加10億円、リース債務の

増加２億93百万円、本社等移転関連費用引当金の増加78百万円等であります。 

この結果、流動負債は、62億99百万円（前年同期比4.6％増）となり、固定負債は、13億31百万円

（前年同期比12.7％増）となりました。 

  

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて利益剰余金が３億82百万円減少し12億83百万円となり

ました。  

  

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５億78百万円の増加とな

り、16億12百万円（前年同期比55.9％増）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。 

当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、２億81百万円（前年同期は６億

52百万円のマイナス）のマイナスとなりました。これは減価償却費４億４百万円、棚卸資産の減少５

億43百万円、立替金の減少１億67百万円等の増加要因に対して、税金等調整前当期純損失２億61百万

円、仕入債務の減少８億58百万円、売上債権の増加２億83百万円等の減少要因があったことによるも

のです。 

当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは、１億20百万円（前年同期は9億

86百万円のマイナス）のマイナスとなりました。これは、ソフトウエアの取得による支出２億75百万

円、有形固定資産の取得による支出26百万円、保証金差入による支出27百万円等の減少要因に対し

て、有形・無形固定資産の完成に伴うセール・アンド・リースバック契約締結等による売却収入２億

10百万円があったことによるものです。 

(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）

（負債）

（純資産）

② 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）
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当連結会計年度末における財務活動によるキャッシュ・フローは、９億80百万円（前年同期は９億

58百万円のプラス）のプラスとなりました。これは主に短期借入金の純増加額10億円によるもので

す。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
※ 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。 

※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

  

当社は、株主の皆様に対して利益還元の充実を経営上の重要課題の一つと認識しております。また当

社は、企業価値の向上を図るとともに安定的かつ持続的な成長企業を目指し、将来の収益の向上の為、

財務体質の改善など企業基盤の一層の強化を図る時期と位置づけております。 

この様な観点に立って、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。 

当期の配当につきましては、当期の業績を総合的に判断した結果、まことに遺憾ではございますが、

期末配当を無配とさせていただきます。 

次期の配当につきましては、無配の予定とさせていただきますが、上記方針に基づき、業績の回復状

況等をふまえつつ、収益体質が安定的に改善された事を確認したうえで判断させていただく予定です。

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期

自己資本比率（％） 18.6 20.3 18.8 14.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

58.3 35.2 22.3 11.5

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）

－ － － －

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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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（当社及び連結子会社）は親会社かつ取引先であるプラス株式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24社にて構成しており、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 当社グループは当社および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)にて構成しております。 

 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。 

  

 
(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。 

2. 企業集団の状況

 [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 100,000
文具・オフィス家具
等の製造・販売

被所有
50.35 
[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
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当社グループは、大手・中堅企業に対して、文具・オフィス生活用品等間接材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、企業の間接部門における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。上記方針のもと、品質の高いサービスをスピーディかつ安定的に提供す

ることによってお客様の業務効率化をサポートし、高い信頼とご満足とが実現できると認識しておりま

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流通ソリュ

ーションの提供に努めてまいります。法令を順守し、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。 

当社グループは業務改革を継続するとともに効果的な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。 

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、事業ポートフォリオやリス

クコントロールにも戦略性をもち、従業員一人当たりの付加価値を向上させるとともに、安定的な収益

構造を目指して、経常利益率５％、ＲＯＥ15％、ＲＯＡ５％を中期的な指標として、効率経営に取り組

んでまいります。 

当社はお客様企業の合理化要請や付加価値の高いサービスへのニーズに対応するため、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」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、３ＰＰＬ（注）提供企業として、間接材購買・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。 

(注) ３ＰＰＬ（サードパーティ・パーチェシング＆ロジスティクス） 

お客様（荷主）企業やサプライヤの間で、購買から物流までワンストップでサービスのアウトソースを請負

う事業者 

世界経済およびわが国経済は依然厳しい環境が続き、景気の回復には時間がかかるものと見込まれま

す。また、当社を取巻く経営環境は、サービス事業へのシフトが始まっており、競争スピードも激化し

ております。このような状況の中、当社グループは、中期経営計画の実現を目指すことがお客様のご要

請にお応えするための 大の課題であると認識し、以下の３点に取組んでまいります。 

① 手間賃や物量に依存したフィーサービスからより付加価値の高い「３ＰＰＬサービス」への転換の

ための全社プロジェクト体制を立ち上げ、以下を推進します。 

・ 間接材の購買と物流の複合メニュー化によるサービスラインアップを強化し、ソリューションの

品質向上や付加価値の可視化ならびに電子カタログの活用拡大により、競合力の強化に努めま

す。 

・ 物流やＩＴシステムの基盤強化とともに、倉庫、コールセンター等における付加価値サービスの

強化に努めます。 

② 規模の経済におけるサプライチェーンの手法に加えてシステムサービスにおけるデマンドチェーン

として販売力の強化の実現を目指し、お客様との関係のより一層の向上に向けて以下を推進しま

す。 

・ 社内研修の拡充、外部パートナーとの連携も含めたソリューション営業力の強化に努めます。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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・ Ｗｅｂを強化活用したネットマーケティングやブランディングの強化に努めます。 

③ 業務の効率化や内部統制の強化を図りながら、業績の回復と信頼の向上を実現するために、以下を

推進します。 

・ 投資効率の向上、棚卸資産の圧縮に努めます。 

・ 固定費の圧縮や物流変動費の圧縮等の諸経費の削減により一層努めてまいります。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月20日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,034,407 1,612,801 

受取手形及び売掛金 4,135,884 4,419,116 

たな卸資産 1,385,559 － 

商品 － 818,603 

貯蔵品 － 23,411 

繰延税金資産 84,158 － 

その他 440,604 226,100 

貸倒引当金 △58,890 △43,764 

流動資産合計 7,021,724 7,056,268 

固定資産 

有形固定資産 

リース資産（純額） － 194,788 

その他（純額） 275,516 145,609 

有形固定資産合計 275,516 340,397 

無形固定資産 

ソフトウエア 937,391 901,130 

リース資産 － 89,154 

その他 149,046 26,448 

無形固定資産合計 1,086,438 1,016,732 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,229 4,545 

敷金及び保証金 451,672 478,951 

繰延税金資産 29,584 － 

その他 3,803 17,487 

投資その他の資産合計 489,289 500,984 

固定資産合計 1,851,244 1,858,114 

資産合計 8,872,969 8,914,382 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月20日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 4,353,630 3,494,854 

短期借入金 1,000,000 2,000,000 

リース債務 － 43,388 

未払金 571,955 487,478 

未払法人税等 9,141 12,978 

返品調整引当金 2,149 1,220 

本社等移転関連費用引当金 － 78,706 

その他 87,726 180,508 

流動負債合計 6,024,603 6,299,134 

固定負債 

リース債務 － 250,367 

退職給付引当金 68,163 72,230 

受入保証金 1,098,000 1,009,000 

その他 14,920 － 

固定負債合計 1,181,083 1,331,598 

負債合計 7,205,687 7,630,732 

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 199,327 △182,718 

自己株式 △10,841 △11,447 

株主資本合計 1,667,386 1,284,733 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △103 △1,082 

評価・換算差額等合計 △103 △1,082 

純資産合計 1,667,282 1,283,650 

負債純資産合計 8,872,969 8,914,382 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

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

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

売上高 20,777,399 18,578,494 

売上原価 15,117,123 12,651,336 

売上総利益 5,660,276 5,927,158 

返品調整引当金戻入額 1,675 2,149 

返品調整引当金繰入額 2,149 1,220 

差引売上総利益 5,659,802 5,928,087 

販売費及び一般管理費 5,793,177 6,151,917 

営業損失（△） △133,375 △223,830 

営業外収益 

受取利息 7,558 2,132 

消耗品売却収入 20,392 23,143 

破損商品等賠償金 7,346 7,465 

受取手数料 － 15,144 

雑収入 8,118 20,717 

営業外収益合計 43,417 68,604 

営業外費用 

支払利息 6,775 35,504 

手形売却損 681 － 

支払手数料 1,371 3,837 

雑損失 － 1,676 

営業外費用合計 8,828 41,018 

経常損失（△） △98,786 △196,244 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 13,687 

特別利益合計 － 13,687 

特別損失 

固定資産除却損 11,717 － 

減損損失 3,376 － 

本社等移転関連費用引当金繰入額 － 78,706 

特別損失合計 15,093 78,706 

税金等調整前当期純損失（△） △113,880 △261,263 

法人税、住民税及び事業税 7,460 7,110 

過年度法人税等戻入額 △3,520 － 

法人税等調整額 △37,972 113,672 

法人税等合計 △34,032 120,782 

当期純損失（△） △79,847 △382,046 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

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

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

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,195,025 1,196,200 

当期変動額 

新株の発行 1,175 － 

当期変動額合計 1,175 － 

当期末残高 1,196,200 1,196,200 

資本剰余金 

前期末残高 281,525 282,700 

当期変動額 

新株の発行 1,175 － 

当期変動額合計 1,175 － 

当期末残高 282,700 282,700 

利益剰余金 

前期末残高 323,565 199,327 

当期変動額 

剰余金の配当 △44,390 － 

当期純損失（△） △79,847 △382,046 

当期変動額合計 △124,238 △382,046 

当期末残高 199,327 △182,718 

自己株式 

前期末残高 △10,393 △10,841 

当期変動額 

自己株式の取得 △448 △606 

当期変動額合計 △448 △606 

当期末残高 △10,841 △11,447 

株主資本合計 

前期末残高 1,789,722 1,667,386 

当期変動額 

新株の発行 2,350 － 

剰余金の配当 △44,390 － 

当期純損失（△） △79,847 △382,046 

自己株式の取得 △448 △606 

当期変動額合計 △122,336 △382,652 

当期末残高 1,667,386 1,284,733 
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(単位：千円) 

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

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

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △57 △103 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△46 △979 

当期変動額合計 △46 △979 

当期末残高 △103 △1,082 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △57 △103 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△46 △979 

当期変動額合計 △46 △979 

当期末残高 △103 △1,082 

純資産合計 

前期末残高 1,789,665 1,667,282 

当期変動額 

新株の発行 2,350 － 

剰余金の配当 △44,390 － 

当期純損失（△） △79,847 △382,046 

自己株式の取得 △448 △606 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 △979 

当期変動額合計 △122,382 △383,631 

当期末残高 1,667,282 1,283,650 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純損失（△） △113,880 △261,263 

減価償却費 293,596 404,751 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △876 △15,125 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,736 4,066 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 474 △929 

本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減
少） 

－ 78,706 

受取利息 △7,558 △2,132 

支払利息 6,775 35,504 

固定資産除却損 11,717 － 

減損損失 3,376 － 

売上債権の増減額（△は増加） 479,065 △283,232 

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,170 543,544 

立替金の増減額（△は増加） △178,570 167,225 

仕入債務の増減額（△は減少） △489,160 △858,776 

未払金の増減額（△は減少） 35,354 △88,699 

受入保証金の増減額（△は減少） △221,500 △89,000 

その他 △51,604 120,180 

小計 △575,224 △245,178 

利息の受取額 7,577 2,132 

利息の支払額 △7,289 △35,269 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △77,648 △3,323 

営業活動によるキャッシュ・フロー △652,584 △281,640 

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 △248,767 △26,400 

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 △725,586 △275,803 

ソフトウエアの売却による収入 － 123,134 

投資有価証券の取得による支出 △1,206 △1,223 

投資有価証券の償還による収入 20,000 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △171,136 △27,303 

差入保証金の回収による収入 90,666 24 

ソフトウエア開発契約変更に伴う手付金返金収
入 

47,300 － 

その他 2,500 △887 

投資活動によるキャッシュ・フロー △986,230 △120,774 

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 3,600,000 11,500,000 

短期借入金の返済による支出 △2,600,000 △10,500,000 

株式の発行による収入 2,350 － 

自己株式の取得による支出 △448 △606 

配当金の支払額 △43,453 △182 

リース債務の返済による支出 － △18,402 

財務活動によるキャッシュ・フロー 958,448 980,808 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △680,367 578,393 

現金及び現金同等物の期首残高 1,714,774 1,034,407 

現金及び現金同等物の期末残高 1,034,407 1,612,801 

ビズネット（株）　3381　平成21年５月期決算短信

－ 15 －



該当事項はありません。 

  

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6)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19年５月21日
至 平成20年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21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 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

したことにより当連結会計年度より関

連会社に該当しなくなりました。 

 

────

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

② たな卸資産

(ⅰ)商品

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益

性の低下による簿価切下

げの方法により算定）

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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日公表分）を適

用しております。 

これにより、当連結会計年度の営業損

失、経常損失及び税金等調整前当期純

損失は、それぞれ59,201千円増加して

おります。 
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(ⅱ)貯蔵品

終仕入原価法による原

価法

(ⅱ)貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年５月21日
至 平成20年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21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。

  ① 有形固定資産（リース資産を

除く）

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。

（追加情報） 

当連結会計年度から、平成20年度の法

人税法の改正に伴い、機械及び装置の

耐用年数の見直しを行い、一部の機械

及び装置についてこれを変更しており

ます。 

なお、この変更による損益への影響は

軽微であります。

 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（リース資産を

除く）

同左 
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年５月21日
至 平成20年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

③リース資産

所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース

資産 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額をリース契約上に残

価保証の取決めがあるものは

当該残価保証額、それ以外の

ものは、ゼロとする定額法に

よっております。 

なお、リース取引開始日が、

平成20年５月20日以前のリー

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。 

 

(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

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。 

 

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。 

 

③ 退職給付引当金

同左

 

  

──── 

  

 

④ 本社等移転関連費用引当金

本社等の移転関連に伴い、

発生が見込まれる原状回復費

用・固定資産除却損等につい

て合理的な見積額を計上して

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。 

 

 

  

────
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(５) その他連結財務諸表作

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
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(7)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

前連結会計年度
(自 平成19年５月21日
至 平成20年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

─────

（リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

これにより当連結会計年度の営業損失は2,519千円減少

し、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ、

2,615千円増加しております。 

なお、リース取引開始日が、平成20年5月20日以前のリ

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。 

 

（表示方法の変更）

前連結会計年度
(自 平成19年５月21日
至 平成20年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

─────

 (連結貸借対照表) 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」

に含まれる「商品」「貯蔵品」は、それぞれ1,357,349

千円、28,209千円であります。 

 

（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。  

   

 

前連結会計年度において、「保証金差入による支出」と

して掲記していたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い、連結財務諸表の比較可能性を向上するため、

当連結会計年度より、「敷金及び保証金の差入による支

出」として表示しております。
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前連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20年５月20日)及び当連結会計年度(自 平成20

年５月21日 至 平成21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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年５月21日 至 平成20年５月20日)及び当連結会計年度(自 平

成20年５月21日 至 平成21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。 

  

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

年５月21日 至 平成21年５月20日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高
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(注)１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純損失 

 
  

該当事項はありません。 

  

連結貸借対照表関係、連結損益計算書関係、連結株主資本等変動計算書関係、連結キャッシュ・フロ

ー計算書関係、リース取引関係、関連当事者との取引、税効果会計関係、有価証券、デリバティブ取

引、退職給付関係、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年５月21日
至 平成20年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

１株当たり純資産額 74円97銭 １株当たり純資産額 57円75銭

１株当たり当期純損失 3円59銭 １株当たり当期純損失 17円18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。 

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。 

項目
前連結会計年度

(平成21年５月20日)
当連結会計年度

(平成21年５月20日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）（千
円）

△79,847 △382,046

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ─

普通株式に係る当期純損失（△）千円） △79,847 △382,046

普通株式の期中平均株式数（千株） 22,237 22,232

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)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年５月20日) 

当事業年度 
(平成21年５月20日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,002,239 1,586,988 

受取手形 1,347,329 1,281,102 

売掛金 2,803,163 3,150,236 

商品 1,356,101 817,394 

貯蔵品 28,191 23,398 

前払費用 59,983 43,167 

繰延税金資産 84,158 － 

未収入金 12,987 12,497 

未収消費税等 29,971 － 

立替金 345,536 177,115 

その他 1 1 

貸倒引当金 △59,292 △43,844 

流動資産合計 7,010,373 7,048,056 

固定資産 

有形固定資産 

建物 102,804 111,103 

減価償却累計額 △19,953 △34,788 

建物（純額） 82,851 76,314 

機械及び装置 116,649 4,272 

減価償却累計額 △12,619 △2,474 

機械及び装置（純額） 104,029 1,797 

工具、器具及び備品 154,132 166,447 

減価償却累計額 △65,497 △98,951 

工具、器具及び備品（純額） 88,634 67,496 

リース資産 － 205,579 

減価償却累計額 － △10,791 

リース資産（純額） － 194,788 

有形固定資産合計 275,516 340,397 

無形固定資産 

商標権 2,463 2,028 

ソフトウエア 937,391 901,130 

ソフトウエア仮勘定 143,362 21,199 

リース資産 － 89,154 

電話加入権 3,220 3,220 

無形固定資産合計 1,086,438 1,016,732 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年５月20日) 

当事業年度 
(平成21年５月20日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,229 4,545 

関係会社株式 10,000 10,000 

長期前払費用 － 12,796 

繰延税金資産 29,584 － 

敷金及び保証金 451,672 478,951 

その他 3,803 4,690 

投資その他の資産合計 499,289 510,984 

固定資産合計 1,861,244 1,868,114 

資産合計 8,871,618 8,916,170 

負債の部 

流動負債 

支払手形 2,892,110 2,644,961 

買掛金 1,461,360 849,852 

短期借入金 1,000,000 2,000,000 

リース債務 － 43,388 

未払金 573,003 487,937 

未払費用 68,648 68,527 

未払法人税等 8,730 12,831 

前受収益 － 20,154 

返品調整引当金 2,149 1,220 

本社等移転関連費用引当金 － 78,706 

その他 18,770 91,681 

流動負債合計 6,024,773 6,299,262 

固定負債 

リース債務 － 250,367 

退職給付引当金 68,163 72,230 

受入保証金 1,098,000 1,009,000 

その他 14,920 － 

固定負債合計 1,181,083 1,331,598 

負債合計 7,205,857 7,630,860 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年５月20日) 

当事業年度 
(平成21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 

資本準備金 282,700 282,700 

資本剰余金合計 282,700 282,700 

利益剰余金 

利益準備金 4,439 4,439 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 193,366 △185,498 

利益剰余金合計 197,805 △181,059 

自己株式 △10,841 △11,447 

株主資本合計 1,665,864 1,286,392 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △103 △1,082 

評価・換算差額等合計 △103 △1,082 

純資産合計 1,665,760 1,285,309 

負債純資産合計 8,871,618 8,916,170 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年５月21日 
至 平成20年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日) 

売上高 

商品売上高 20,755,733 16,357,712 

サービス売上高 － 2,181,892 

売上高合計 20,755,733 18,539,604 

売上原価 

商品期首たな卸高 1,024,192 1,356,101 

当期商品仕入高 15,523,105 12,230,974 

合計 16,547,298 13,587,076 

商品他勘定振替高 55,161 118,368 

商品期末たな卸高 1,356,101 817,394 

売上原価合計 15,136,034 12,651,313 

売上総利益 5,619,698 5,888,290 

返品調整引当金戻入額 1,675 2,149 

返品調整引当金繰入額 2,149 1,220 

差引売上総利益 5,619,224 5,889,219 

販売費及び一般管理費 5,754,912 6,112,048 

営業損失（△） △135,688 △222,829 

営業外収益 

受取利息 7,453 2,039 

消耗品売却収入 20,392 23,143 

破損商品等賠償金 7,346 7,465 

受取手数料 － 15,144 

雑収入 10,580 22,597 

営業外収益合計 45,773 70,391 

営業外費用 

支払利息 6,775 35,504 

手形売却損 681 － 

支払手数料 1,371 3,837 

雑損失 － 1,676 

営業外費用合計 8,828 41,018 

経常損失（△） △98,742 △193,456 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 14,009 

特別利益合計 － 14,009 

特別損失 

固定資産除却損 11,717 － 

減損損失 3,376 － 

本社等移転関連費用引当金繰入額 － 78,706 

特別損失合計 15,093 78,706 

税引前当期純損失（△） △113,836 △258,153 

法人税、住民税及び事業税 7,037 7,040 

過年度法人税等戻入額 △3,520 － 

法人税等調整額 △37,972 113,672 

法人税等合計 △34,455 120,712 

当期純損失（△） △79,381 △378,865 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年５月21日 
至 平成20年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,195,025 1,196,200 

当期変動額 

新株の発行 1,175 － 

当期変動額合計 1,175 － 

当期末残高 1,196,200 1,196,200 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 281,525 282,700 

当期変動額 

新株の発行 1,175 － 

当期変動額合計 1,175 － 

当期末残高 282,700 282,700 

資本剰余金合計 

前期末残高 281,525 282,700 

当期変動額 

新株の発行 1,175 － 

当期変動額合計 1,175 － 

当期末残高 282,700 282,700 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 － 4,439 

当期変動額 

剰余金の配当 4,439 － 

当期変動額合計 4,439 － 

当期末残高 4,439 4,439 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 321,577 193,366 

当期変動額 

剰余金の配当 △48,829 － 

当期純損失（△） △79,381 △378,865 

当期変動額合計 △128,210 △378,865 

当期末残高 193,366 △185,498 

利益剰余金合計 

前期末残高 321,577 197,805 

当期変動額 

剰余金の配当 △44,390 － 

当期純損失（△） △79,381 △378,865 

当期変動額合計 △123,771 △378,865 

当期末残高 197,805 △181,059 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年５月21日 
至 平成20年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日) 

自己株式 

前期末残高 △10,393 △10,841 

当期変動額 

自己株式の取得 △448 △606 

当期変動額合計 △448 △606 

当期末残高 △10,841 △11,447 

株主資本合計 

前期末残高 1,787,734 1,665,864 

当期変動額 

新株の発行 2,350 － 

剰余金の配当 △44,390 － 

当期純損失（△） △79,381 △378,865 

自己株式の取得 △448 △606 

当期変動額合計 △121,869 △379,472 

当期末残高 1,665,864 1,286,392 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △57 △103 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△46 △979 

当期変動額合計 △46 △979 

当期末残高 △103 △1,082 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △57 △103 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△46 △979 

当期変動額合計 △46 △979 

当期末残高 △103 △1,082 

純資産合計 

前期末残高 1,787,677 1,665,760 

当期変動額 

新株の発行 2,350 － 

剰余金の配当 △44,390 － 

当期純損失（△） △79,381 △378,865 

自己株式の取得 △448 △606 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 △979 

当期変動額合計 △121,916 △380,451 

当期末残高 1,665,760 1,285,309 
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該当事項はありません。 

  

役員の異動につきましては、平成21年６月17日付けで開示済みであります。 

  

  

(4)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

６. その他

(1)役員の異動
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