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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21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 ％

22年5月期第1四半期 4,046 △9.4 △128 ― △124 ― △127 ―
21年5月期第1四半期 4,468 △11.3 △289 ― △280 ― △395 ―

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

22年5月期第1四半期 △5.72 ―
21年5月期第1四半期 △17.78 ―

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

22年5月期第1四半期 8,310 1,156 13.9 52.05
21年5月期 8,914 1,283 14.4 57.75

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  1,156百万円 21年5月期  1,283百万円

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

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

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

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) 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  

(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） 

(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 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 22,278,000株 21年5月期  22,278,000株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  50,324株 21年5月期  48,834株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 22,228,178株 21年5月期第1四半期 22,236,799株
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当第１四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く市場環境は、昨年からの金融不安の世界的な広
がりによる企業業績の悪化の中で、雇用・投資抑制や経費削減が継続しており、当社の物販事業はその
影響を受けております。また、価格競争の激化等が要因となり、商品売上高は前年同期比15.9％減少と
なりました。 
こうした経営環境の中で、当社は物販事業からサービス事業へのシフトを積極的に進め、ソリューシ

ョン・サービスの稼動拡大により、サービス売上高は前年同期比52.7％増加となりました。 
当社はソリューション・サービスを作業量や物量を基盤とするフィーサービスからより付加価値の高

い３ＰＰＬソリューション・サービスへの転換を図るため、購買と物流の複合メニュー化を進めており
ます。 
 また、お客様との関係をより一層向上するため、ソリューション営業力の強化、Ｗｅｂを活用したマ
ーケティング強化に努めており、本年９月に当社ホームページのリニューアルを実施し、マーケットに
対して３ＰＰＬソリューション・サービスをリリースいたしました。 
コスト関連については本社移転を９月に行うなど、人件費やその他固定費等の更なる経費削減対策を

推進しております。 
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、商品売上高は34

億２百万円、サービス売上高は６億44百万円となりました。 
当第１四半期連結累計期間の連結売上高は40億46百万円（前年同期比9.4％減）、営業損失は１億28

百万円（前年同期は２億89百万円の営業損失）、経常損失は１億24百万円（前年同期は２億80百万円の
経常損失）、四半期純損失は１億27百万円（前年同期は３億95百万円の四半期純損失）となりました。

  

（資産） 
当第１四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対して６億３百万円減少し83億

10百万円となりました。 
その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少７億93百万円、在庫圧縮による商品の減少81百万円等に

対し、現金及び預金の増加２億39百万円等であります。 
この結果、流動資産は65億13百万円、固定資産は17億97百万円となりました。 

（負債） 
負債合計は前連結会計年度末に比べて４億77百万円減少となり、71億53百万円となりました。その主

な要因は、支払手形及び買掛金の減少３億95百万円等によるものであります。 
この結果、流動負債は58億31百万円、固定負債は13億21百万円となりました。 
（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１億26百万円減少し、11億56百万円とな

りました。 
  

平成22年５月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年７月３日の
公表値から変更はありません。 

  
  

 該当事項はありません。 
  

簡便な会計処理方法 

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出に関しては、一部実地棚卸を省略し、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出する方法によっております。 

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

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
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（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び連結子会社の機械装置の耐用年数については、当第１四半期連結会計期間より法人税法

の改正を契機として見直しを行っております。 

 これにより、損益に与える影響は軽微であります。 

  

(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
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ビズネット株式会社（3381）　平成22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21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21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,852,160 1,612,801

受取手形及び売掛金 3,625,813 4,419,116

商品 737,583 818,603

貯蔵品 15,001 23,411

その他 325,617 226,100

貸倒引当金 △42,974 △43,764

流動資産合計 6,513,201 7,056,268

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 188,390 194,788

その他（純額） 140,204 145,609

有形固定資産合計 328,594 340,397

無形固定資産   

ソフトウエア 873,510 901,130

リース資産 84,574 89,154

その他 6,190 26,448

無形固定資産合計 964,275 1,016,732

投資その他の資産 504,387 500,984

固定資産合計 1,797,257 1,858,114

資産合計 8,310,458 8,914,382

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,099,812 3,494,854

短期借入金 2,000,000 2,000,000

リース債務 43,744 43,388

未払法人税等 3,794 12,978

返品調整引当金 1,032 1,220

本社等移転関連費用引当金 74,001 78,706

その他 609,499 667,986

流動負債合計 5,831,885 6,299,134

固定負債   

リース債務 239,297 250,367

退職給付引当金 67,807 72,230

受入保証金 1,003,000 1,009,000

その他 11,600 －

固定負債合計 1,321,705 1,331,598

負債合計 7,153,590 7,630,732
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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 282,700 282,700

利益剰余金 △309,846 △182,718

自己株式 △11,565 △11,447

株主資本合計 1,157,487 1,284,733

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △619 △1,082

評価・換算差額等合計 △619 △1,082

純資産合計 1,156,867 1,283,650

負債純資産合計 8,310,458 8,914,382
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

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

売上高 4,468,575 4,046,984

売上原価 3,132,054 2,610,698

売上総利益 1,336,521 1,436,286

返品調整引当金戻入額 2,149 1,220

返品調整引当金繰入額 1,420 1,032

差引売上総利益 1,337,250 1,436,474

販売費及び一般管理費 1,626,486 1,564,973

営業損失（△） △289,235 △128,499

営業外収益   

受取利息 815 336

消耗品売却収入 5,646 6,223

受取手数料 － 5,351

その他 9,362 3,250

営業外収益合計 15,824 15,161

営業外費用   

支払利息 5,111 10,960

その他 1,478 －

営業外費用合計 6,589 10,960

経常損失（△） △280,001 △124,298

特別損失   

本社等移転関連費用引当金繰入額 － 1,309

特別損失合計 － 1,309

税金等調整前四半期純損失（△） △280,001 △125,608

法人税、住民税及び事業税 1,774 1,519

法人税等調整額 113,672 －

法人税等合計 115,447 1,519

四半期純損失（△） △395,448 △127,127
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21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 △125,608

減価償却費 104,344 90,683

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,334 △789

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,081 △4,422

返品調整引当金の増減額（△は減少） △729 △188

本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減少） － △2,566

受取利息 △815 △336

支払利息 5,111 10,960

売上債権の増減額（△は増加） 158,719 793,303

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,921 89,430

立替金の増減額（△は増加） 161,387 9,771

仕入債務の増減額（△は減少） △628,010 △395,041

未払金の増減額（△は減少） △75,636 19,343

受入保証金の増減額（△は減少） △27,000 △6,000

その他 △39,620 △137,875

小計 △682,424 340,664

利息の受取額 815 336

利息の支払額 △5,291 △11,226

法人税等の支払額 △3,214 △6,915

営業活動によるキャッシュ・フロー △690,114 322,858

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 △99

ソフトウエアの取得による支出 △137,174 △69,467

投資有価証券の取得による支出 △309 △320

敷金及び保証金の差入による支出 △19,640 △4,237

差入保証金の回収による収入 － 1,413

その他 △538 △384

投資活動によるキャッシュ・フロー △173,882 △73,097

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 4,000,000

短期借入金の返済による支出 △2,000,000 △4,000,000

自己株式の取得による支出 △261 △118

配当金の支払額 △128 △4

リース債務の返済による支出 － △10,278

財務活動によるキャッシュ・フロー 499,609 △10,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △364,386 239,359

現金及び現金同等物の期首残高 1,034,407 1,612,801

現金及び現金同等物の四半期末残高 670,020 1,852,160
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 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) 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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