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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成22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 ％

22年5月期第3四半期 12,354 △9.6 86 ― 104 ― △202 ―
21年5月期第3四半期 13,667 ― △384 ― △369 ― △488 ―

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3四半期 △9.09 ―
21年5月期第3四半期 △21.98 ―

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3四半期 8,543 1,083 12.7 48.67
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3四半期  1,083百万円 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  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3四半期 22,318,000株 21年5月期  22,278,000株
② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  51,524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3四半期 22,333,989株 21年5月期第3四半期 22,233,922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、雇用情勢の悪化、設備投資の低迷が続いており、依

然として厳しい状況で推移しております。また、先行きについてもデフレの影響など不透明感の強い状況

が続くものと思われ、購買需要は依然として節減志向が続いておりますが、輸出関連企業を中心に改善の

兆しも見られてまいりました。 

このような経済環境のなか、当社グループはお客様企業のコスト削減ニーズに応えるべく、購買と物流

サービスの複合メニュー化を進め、３ＰＰＬ（注）ソリューション・サービスへの転換を目指してまいり

ました。また、お客様との関係を一層向上するためにソリューション営業力やＷｅｂを活用したマーケテ

ィングの強化を行い、営業基盤強化にも努めております。商品売上はお客様の購買抑制等が主な要因で

101億32百万円と前年同期比16.4％減少しましたが、ソリューション営業強化によりサービス売上は22億

21百万円となり43.1％増加いたしました。また、コスト関連では引き続き人件費、固定費の削減に取り組

み、販売費及び一般管理費は前年同期比2.1％減少いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は売上高123億54百万円（前年同期比9.6％減）、営業利

益86百万円（前年同期は３億84百万円の営業損失）、経常利益１億４百万円（前年同期は３億69百万円の

経常損失）となりました。本年１月に発生しました不良債権処理により特別損失を３億２百万円計上し、

四半期純損失は２億２百万円（前年同期は４億88百万円の四半期純損失）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）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）企業やサプライヤーの間

で、購買から物流のワンストップのサービスのアウトソースを請負う事業形態 

  

（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対して３億70百万円減少し85億43

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６億81百万円及び在庫圧縮に伴う商品の減少１億31百万

円、減価償却が進んだことによるソフトウェアの減少１億59百万円に対し現金及び預金の増加５億96百万

円等によるものです。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億70百万円減少し74億60百万円となりました。 

その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少３億５百万円、本社等移転関連費用引当金の減少78百万

円、取引ディーラーの解約に伴う受入保証金の減少57百万円に対し長期借入金の増加２億40百万円等によ

るものです。 

（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２億円減少し、10億83百万円となりました。

  

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。こ

のたび発生した特別損失に伴う業績への影響並びに通期の見通しについては、現在鋭意精査中であり、業

績予想の修正が生じる場合は速やかに公表いたします。 

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。 
  

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。 

  
  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月21日 至 平成22年２月20日) 

    （四半期連結損益計算書関係） 

前第３四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３四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３四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３四半期連結会計期間(自 平成21年11月21日 至 平成22年２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３四半期連結会計期間と当第３四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３四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、当該期間の営業利益、経常利益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３四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、

当該期間の営業利益、経常利益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

（簡便な会計処理）

(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

 （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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,209,209 1,612,801

受取手形及び売掛金 3,737,816 4,419,116

商品 686,771 818,603

貯蔵品 20,603 23,411

その他 268,716 226,100

貸倒引当金 △55,754 △43,764

流動資産合計 6,867,362 7,056,268

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 181,845 194,788

その他（純額） 121,585 145,609

有形固定資産合計 303,431 340,397

無形固定資産   

ソフトウエア 741,688 901,130

リース資産 75,414 89,154

その他 54,173 26,448

無形固定資産合計 871,276 1,016,732

投資その他の資産 501,724 500,984

固定資産合計 1,676,432 1,858,114

資産合計 8,543,794 8,914,382

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,189,419 3,494,854

短期借入金 2,060,000 2,000,000

リース債務 45,820 43,388

未払法人税等 4,705 12,978

返品調整引当金 1,530 1,220

本社等移転関連費用引当金 － 78,706

その他 681,706 667,986

流動負債合計 5,983,183 6,299,134

固定負債   

長期借入金 240,000 －

リース債務 222,174 250,367

退職給付引当金 62,794 72,230

受入保証金 952,000 1,009,000

固定負債合計 1,476,968 1,331,598

負債合計 7,460,151 7,630,732

－ 5 －

ビズネット株式会社（3381）　平成22年５月期 第３四半期決算短信



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,197,200 1,196,200

資本剰余金 283,700 282,700

利益剰余金 △384,762 △182,718

自己株式 △11,659 △11,447

株主資本合計 1,084,477 1,284,733

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △834 △1,082

評価・換算差額等合計 △834 △1,082

純資産合計 1,083,642 1,283,650

負債純資産合計 8,543,794 8,914,382
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(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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 13,667,804 12,354,376

売上原価 9,410,922 7,722,592

売上総利益 4,256,882 4,631,783

返品調整引当金戻入額 2,149 1,220

返品調整引当金繰入額 1,888 1,530

差引売上総利益 4,257,143 4,631,473

販売費及び一般管理費 4,641,749 4,545,038

営業利益又は営業損失（△） △384,605 86,435

営業外収益   

受取利息 1,737 709

消耗品売却収入 17,188 19,359

受取手数料 － 12,524

業務受託料 － 7,700

その他 22,982 15,059

営業外収益合計 41,908 55,353

営業外費用   

支払利息 22,581 37,265

その他 4,677 48

営業外費用合計 27,258 37,313

経常利益又は経常損失（△） △369,955 104,475

特別利益   

貸倒引当金戻入額 198 －

本社等移転関連費用引当金戻入額 － 7

特別利益合計 198 7

特別損失   

減損損失 － 491

貸倒引当金繰入額 － 302,125

特別損失合計 － 302,617

税金等調整前四半期純損失（△） △369,757 △198,134

法人税、住民税及び事業税 5,332 3,909

法人税等調整額 113,672 －

法人税等合計 119,004 3,909

四半期純損失（△） △488,761 △202,043
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 4,421,537 4,156,217

売上原価 3,003,649 2,566,637

売上総利益 1,417,887 1,589,580

返品調整引当金戻入額 1,743 1,420

返品調整引当金繰入額 1,888 1,530

差引売上総利益 1,417,742 1,589,470

販売費及び一般管理費 1,491,398 1,470,296

営業利益又は営業損失（△） △73,655 119,173

営業外収益   

受取利息 568 88

消耗品売却収入 5,515 6,583

受取手数料 － 1,162

その他 4,740 3,116

営業外収益合計 10,824 10,949

営業外費用   

支払利息 8,531 13,909

その他 1,989 －

営業外費用合計 10,521 13,909

経常利益又は経常損失（△） △73,352 116,214

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,613 －

特別利益合計 1,613 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 302,125

特別損失合計 － 302,125

税金等調整前四半期純損失（△） △71,739 △185,911

法人税、住民税及び事業税 1,498 941

法人税等合計 1,498 941

四半期純損失（△） △73,238 △186,852
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22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 △198,134

減価償却費 302,296 272,052

減損損失 － 491

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,636 11,989

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,747 △9,436

返品調整引当金の増減額（△は減少） △261 310

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 △1,737 △709

支払利息 22,581 37,265

売上債権の増減額（△は増加） △33,478 681,299

たな卸資産の増減額（△は増加） 322,887 134,641

立替金の増減額（△は増加） 108,426 △33,536

仕入債務の増減額（△は減少） △638,979 △305,434

未払金の増減額（△は減少） △81,130 57,860

受入保証金の増減額（△は減少） △50,000 △57,000

その他 81,098 51,129

小計 △335,944 564,083

利息の受取額 1,737 709

利息の支払額 △24,178 △38,893

法人税等の支払額 △3,320 △6,933

営業活動によるキャッシュ・フロー △361,705 518,965

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 △49,929

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 △91,175

ソフトウエアの売却による収入 25,000 －

無形固定資産の取得による支出 － △50,000

投資有価証券の取得による支出 △925 △919

敷金及び保証金の差入による支出 △21,888 △45,373

差入保証金の回収による収入 － 42,213

その他 △496 2,483

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,501 △192,701

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 8,000,000

短期借入金の返済による支出 △7,500,000 △8,000,000

長期借入れによる収入 － 300,000

株式の発行による収入 － 2,000

自己株式の取得による支出 △540 △212

配当金の支払額 △168 △25

リース債務の返済による支出 － △31,618

財務活動によるキャッシュ・フロー 999,290 270,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 498,083 596,408

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 1,532,490 2,209,209
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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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