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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21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 ％

22年5月期第2四半期 8,198 △11.3 △32 ― △11 ― △15 ―
21年5月期第2四半期 9,246 ― △312 ― △298 ― △415 ―

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2四半期 △0.68 ―
21年5月期第2四半期 △18.69 ―

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2四半期 8,429 1,268 15.0 57.07
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2四半期  1,268百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 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 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  無  

(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2四半期 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2四半期  50,804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2四半期 22,227,717株 21年5月期第2四半期 22,235,170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、昨年秋以降に急速に悪化した経済情勢が一部に業
績の持ち直しの兆しがあるものの、企業収益の大幅な減少、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、影響
は根強く、法人需要の節減志向が一層拡大しており、当社の商品売上にも影響を及ぼしております。 
このような経営環境のもと、当社はサービス事業を作業量や物量を基盤としたフィーサービスからよ

り付加価値の高い３ＰＰＬ（注１）ソリューション・サービスへ転換するため、購買と物流の複合メニ
ュー化を推進する３ＰＰＬ推進室を本年１０月に新設するなど事業基盤の転換に努めてまいりました。
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

ケティング力強化を行い、物販事業からサービス事業へのシフトを積極的に進めた結果、商品売上は67
億38百万円と前年同期比18.2％減少したものの、サービス売上は14億59百万円となり前年同期比44.9％
増加いたしました。 
コスト関連については、引き続き人件費やその他固定費等の更なる経費削減策に取組んでおり販売費

及び一般管理費は前年同期比2.4％減少いたしました。 
その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は81億98百万円（前年同期比11.3％減）、営業

損失は32百万円（前年同期は３億12百万円の営業損失）、経常損失は11百万円（前年同期は２億98百万
円の経常損失）、四半期純損失は15百万円（前年同期は４億15百万円の四半期純損失）となりました。
 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。 

（注）1 ３ＰＰＬ（サードパーティー・パーチェシング＆ロジスティクス） 

お客様（荷主）企業やサプライヤーの間で、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

け負う事業形態 

  

（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対して４億84百万円減少し84億

29百万円となりました。 
その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少６億90百万円及び在庫圧縮に伴う商品の減少97百万円、

減価償却が進んだことによるソフトウェアの減少96百万円に対し現金及び預金の増加３億97百万円等で
あります。 
（負債） 
負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億69百万円減少し71億61百万円となりました。 

 その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少３億47百万円、本社等移転関連費用引当金の減少78百万
円及び取引ディーラーの解約に伴う受入保証金の減少37百万円等であります。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金等が15百万円減少し、12億68百万円となりまし

た。 
  

平成22年５月期の通期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。
 なお、業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成をしたものであり、実
際の業績は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる可能性があります。 

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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 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(自 平成21年５月21日 至 平成21年11月20日) 

    （四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益「その他」に含めていた「受取手数料」は、営

業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとして

おります。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取手数料」

は2,312千円であります。 

  

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

該当事項はありません。 

  

 有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び連結子会社は、前連結会計年度において、一部の有形固定資産について耐用年数を変更

したため、前第２四半期連結会計期間と当第２四半期連結会計期間で一部の有形固定資産の耐用年

数が異なっております。なお、前第２四半期連結会計期間に変更後の耐用年数を用いて減価償却を

行った場合、当該期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微で

あります。また、前第２四半期連結累計期間に変更後の耐用年数を用いて減価償却を行った場合、

当該期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  
  

  

  

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

(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

 （表示方法の変更）

（追加情報）
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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21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21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,010,254 1,612,801

受取手形及び売掛金 3,728,610 4,419,116

商品 720,857 818,603

貯蔵品 12,058 23,411

その他 246,195 226,100

貸倒引当金 △45,359 △43,764

流動資産合計 6,672,618 7,056,268

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 188,584 194,788

その他（純額） 125,859 145,609

有形固定資産合計 314,443 340,397

無形固定資産   

ソフトウエア 804,250 901,130

リース資産 79,994 89,154

その他 59,181 26,448

無形固定資産合計 943,425 1,016,732

投資その他の資産 499,389 500,984

固定資産合計 1,757,259 1,858,114

資産合計 8,429,877 8,914,382

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,147,127 3,494,854

短期借入金 2,000,000 2,000,000

リース債務 45,445 43,388

未払法人税等 8,472 12,978

返品調整引当金 1,420 1,220

本社等移転関連費用引当金 － 78,706

その他 688,470 667,986

流動負債合計 5,890,936 6,299,134

固定負債   

リース債務 233,771 250,367

退職給付引当金 64,710 72,230

受入保証金 972,000 1,009,000

固定負債合計 1,270,481 1,331,598

負債合計 7,161,418 7,630,732
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 △197,910 △182,718

自己株式 △11,609 △11,447

株主資本合計 1,269,380 1,284,733

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △921 △1,082

評価・換算差額等合計 △921 △1,082

純資産合計 1,268,459 1,283,650

負債純資産合計 8,429,877 8,914,382
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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）

前第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) 

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

売上高 9,246,266 8,198,159

売上原価 6,407,272 5,155,955

売上総利益 2,838,994 3,042,203

返品調整引当金戻入額 2,149 1,220

返品調整引当金繰入額 1,743 1,420

差引売上総利益 2,839,400 3,042,003

販売費及び一般管理費 3,151,765 3,074,741

営業損失（△） △312,365 △32,738

営業外収益   

受取利息 1,168 621

消耗品売却収入 11,673 12,776

受取手数料 － 11,362

業務受託料 － 7,700

その他 18,242 11,943

営業外収益合計 31,084 44,403

営業外費用   

支払利息 14,049 23,356

その他 2,687 48

営業外費用合計 16,737 23,404

経常損失（△） △298,017 △11,738

特別利益   

本社等移転関連費用引当金戻入額 － 7

特別利益合計 － 7

特別損失   

減損損失 － 491

特別損失合計 － 491

税金等調整前四半期純損失（△） △298,017 △12,222

法人税、住民税及び事業税 3,833 2,968

法人税等調整額 113,672 －

法人税等合計 117,506 2,968

四半期純損失（△） △415,523 △15,191
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

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

売上高 4,777,691 4,151,174

売上原価 3,275,218 2,545,257

売上総利益 1,502,473 1,605,917

返品調整引当金戻入額 1,420 1,032

返品調整引当金繰入額 1,743 1,420

差引売上総利益 1,502,150 1,605,529

販売費及び一般管理費 1,525,279 1,509,768

営業利益又は営業損失（△） △23,129 95,761

営業外収益   

受取利息 353 284

消耗品売却収入 6,027 6,553

受取手数料 － 6,011

業務受託料 － 7,700

その他 8,880 8,693

営業外収益合計 15,260 29,242

営業外費用   

支払利息 8,938 12,395

その他 1,209 48

営業外費用合計 10,147 12,443

経常利益又は経常損失（△） △18,016 112,559

特別利益   

本社等移転関連費用引当金戻入額 － 1,317

特別利益合計 － 1,317

特別損失   

減損損失 － 491

特別損失合計 － 491

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△18,016 113,385

法人税、住民税及び事業税 2,059 1,449

法人税等合計 2,059 1,449

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,075 111,936
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21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 △12,222

減価償却費 209,799 181,794

減損損失 － 491

貸倒引当金の増減額（△は減少） △116 1,594

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,478 △7,520

返品調整引当金の増減額（△は減少） △406 200

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 △1,168 △621

支払利息 14,049 23,356

売上債権の増減額（△は増加） △145,285 690,505

たな卸資産の増減額（△は増加） 189,487 109,098

立替金の増減額（△は増加） 168,718 18,598

仕入債務の増減額（△は減少） △686,617 △347,726

未払金の増減額（△は減少） △43,363 31,467

受入保証金の増減額（△は減少） △32,000 △37,000

その他 32,101 △3,364

小計 △590,338 569,945

利息の受取額 1,168 621

利息の支払額 △14,357 △23,511

法人税等の支払額 △3,208 △6,915

営業活動によるキャッシュ・フロー △606,735 540,139

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 △43,292

ソフトウエアの取得による支出 △151,749 △78,931

投資有価証券の取得による支出 △611 △619

敷金及び保証金の差入による支出 △19,993 △41,135

差入保証金の回収による収入 － 39,654

その他 △111 2,676

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,429 △121,649

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 6,000,000

短期借入金の返済による支出 △5,500,000 △6,000,000

自己株式の取得による支出 △421 △161

配当金の支払額 △148 △23

リース債務の返済による支出 － △20,851

財務活動によるキャッシュ・フロー 999,429 △21,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,263 397,453

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 1,230,671 2,010,254
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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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