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1.  22年5月期の連結業績（平成21年5月21日～平成22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 ％

22年5月期 17,025 △8.4 341 ― 363 ― 113 ―
21年5月期 18,578 △10.6 △223 ― △196 ― △382 ―

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 ％ ％ ％

22年5月期 5.08 5.05 8.4 4.2 2.0
21年5月期 △17.18 ― △25.9 △2.2 △1.2

（参考） 持分法投資損益 22年5月期  ―百万円 21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

22年5月期 8,355 1,398 16.7 62.81
21年5月期 8,914 1,283 14.4 57.75

（参考） 自己資本   22年5月期  1,398百万円 21年5月期  1,283百万円

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

22年5月期 748 △125 △240 1,994
21年5月期 △281 △120 980 1,612

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
23年5月期 

（予想） ― 0.00 ― 2.00 2.00 28.8

3.  23年5月期の連結業績予想（平成22年5月21日～平成23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

8,180 △0.2 81 ― 86 ― 14 ― 0.63

通期 17,400 2.2 390 14.4 400 10.2 155 37.2 6.96
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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） 

(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、19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 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 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  52,654株 21年5月期  48,834株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年5月期の個別業績（平成21年5月21日～平成22年5月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年5月期 16,989 △8.4 340 ― 364 ― 114 ―
21年5月期 18,539 △10.7 △222 ― △193 ― △378 ―

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

22年5月期 5.14 5.11
21年5月期 △17.04 ―

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 8,357 1,401 16.8 62.95
21年5月期 8,916 1,285 14.4 57.82

（参考） 自己資本 22年5月期  1,401百万円 21年5月期  1,285百万円

※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、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、3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、世界的な景気悪化の影響が残る中、下期に入り海外需要の改

善や緊急経済対策を背景に雇用情勢に厳しさや設備投資に慎重さが残るものの、企業収益の改善が続く

など、景気の持ち直し傾向が続きました。 

当社グループを取巻く事業環境は、オフィス用品を中心とした間接材調達市場において、景気悪化の

影響を受け、年度前期においては企業の経費削減等に伴う法人需要の縮小により販売低迷が続きまし

た。また通期においてデフレ傾向が進む中、価格競争に加え効率化要求が高まり、競争がさらに激化い

たしました。 

このような経営環境のなか、当社グループは大手・中堅企業における間接材調達業務の効率化を実現

する当社サービス利用拡大のため、期首に定めた事業計画に基づき、環境商品やＰＢ商品の充実を図

り、営業体制の強化や電子化したカタログの利用拡大に取組んでまいりました。また、前連結会計年度

に引続き、物販事業に加え利益面では物販に比べて高収益な構造のサービス事業のさらなる拡大にむ

け、３ＰＰＬ（注）事業化を積極的に推進し収益構造の転換に努めてまいりました。 

当連結会計年度の売上高は、商品売上において前年同期比14.7％減少となりましたが、サービス売上

は当社がこれまで取り組んできた購買と物流サービスの複合メニュー化による３ＰＰＬソリューショ

ン・サービスの既存先への利用拡大や新規先の獲得により、前年同期比39.7％増加となり計画値を大幅

に上回る実績となりました。サービス売上の拡大による利益貢献により、前連結会計年度に比較して営

業利益及び経常利益は大幅に改善いたしました。当期純利益は貸倒引当による特別損失を計上しました

が営業利益の拡大により当初業績予想を上回ることが出来ました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は170億25百万円（前連結会計年度比8.4％減）、売上総利益は

64億12百万円（同8.2％増）、販売費及び一般管理費は60億70百万円（同1.3％減）、営業利益は３億41

百万円（前連結会計年度は営業損失２億23百万円）、経常利益は３億63百万円（前連結会計年度は経常

損失１億96百万円）、当期純利益は１億13百万円（前連結会計年度は当期純損失３億82百万円）となり

ました。 

（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 

  

今後の経済見通しにつきましては、企業収益の改善が続くなど景気の持ち直し傾向が続く反面、デフ

レ傾向による価格競争に加え、企業の間接材調達効率化要求が高まり競争スピードがさらに激化すると

予想しております。 

当社グループはこの様な経営環境の中、サービス事業についてはこれまで推進してきた３ＰＰＬ事業

をさらに拡大するため、サービス開発から営業活動までを一貫して担う事業部門を設置し、新たなサー

ビスの開発を進め、競合との差別化やお客様へのサービス提供のスピードアップを図る事により、サー

ビス売上の拡大に取り組みます。物販事業については、競合先に対抗するための価格戦略や新たなジャ

ンルの商材開発を進め、ソリューション提案との相乗効果による商品売上の確保に取り組んでまいりま

す。また、財務体質の改善に努め、ガバナンスの充実を図るなどさらに経営体質の強化を図ってまいり

ます。 

このような施策により、平成23年５月期の連結業績としては売上高174億円（前年同期比2.2%増）、

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

② 次期の見通し
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営業利益は３億90百万円（同14.4%増）、経常利益は４億円（同10.2%増）、当期純利益は１億55百万

円（同37.2%増）を見込んでおります。 

  

この資料に記載されている通期及び将来に関する記述には、当社及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、経営戦略及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、当社及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、当社及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。 

  

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５億58百万円減少となり、83億55百万円

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５億37百万円及び在庫圧縮に伴う商品の減少１億３百

万円、減価償却が進んだことによるソフトウエアの減少２億21百万円に対し現金及び預金の増加３億

81百万円等によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ６億73百万円減少し69億57百万円となりました。 

その主な要因は、短期借入金の返済による減少４億40百万円、支払手形及び買掛金の減少２億86百

万円、取引ディーラーの解約に伴う受入保証金の減少80百万円、本社等移転関連費用引当金の減少78

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。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金等が１億14百万円増加し、13億98百万円とな

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３億81百万円の増加と

なり、19億94百万円（前年同期比23.7%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、７億48百万円の収入（前年同期

は２億81百万円の支出）となりました。これは主に、売上債権の減少５億37百万円、減価償却費３億

62百万円、税金等調整前当期純利益１億18百万円、たな卸資産の減少１億12百万円に対し、仕入債務

の減少２億86百万円等によるものであります。 

業績予想に関する留意事項

(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）
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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、１億25百万円の支出（前年同期

は１億20百万円の支出）となりました。これは主に、ソフトウェアの取得による支出98百万円、のれ

んの取得による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出49百万円等によるものであります。 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、２億40百万円の支出（前年同期は

９億80百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の５億円の返済による支出及びリース

債務の返済による支出42百万円に対し長期借入による収入３億円等によるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 ※ 自己資本比率：自己資産／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払っている全ての負債を対象としています。 

  

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、また株主の皆様に対

し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。 

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上、実施することを基本方針としております。 

当期は将来の収益向上の為、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、業績

を総合的に判断した結果、当期配当につきましては、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。 

また、次期配当については、上記方針に基づき１株当たりの配当は２円での復配を予定しておりま

す。 

  

  近の有価証券報告書（平成21年８月10日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」における記載から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

（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）

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 平成22年５月期

自己資本比率（％） 18.6 20.3 18.8 14.4 16.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

58.3 35.2 22.3 11.5 19.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

― ― ― ― 41.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― ― ― ― 14.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況
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平成21年５月期決算短信（平成21年７月３日）により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.biznet.co.jp/ 

（大阪証券取引所（ジャスダック）ホームページ（上場会社情報検索ページ） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/default.aspx 

  

当社グループは、主要ターゲットとして取り組んで来た「企業における文具・オフィス用品等の調達

支援」の市場が大きな構造変化を遂げつつある状況を踏まえ、中期経営計画において「物販からサービ

ス事業へ」の戦略転換を掲げて、「間接材調達・物流ソリューションの３ＰＰＬトップベンダー」を目

指して、その実現に鋭意取り組んでまいりました。 

次期におきましても、これをさらに推し進め、サービス事業を経営の柱の一つに本格育成すべく、以

下の戦略・課題に取り組みます。 

  

第１は、サービス事業（３ＰＰＬ）の一層の拡大であります。 

当社グループがこれまで培った大手・中堅企業に対するソリューションノウハウを基盤に、３ＰＰＬ

要員の育成や専任事業部設置等の体制強化を通じ、確実にユーザーの獲得を目指します。 

こうした戦略を実現するため、循環物流・加工物流等の新たな物流機能の拡充や既存サービスのＡＳ

Ｐ（注）化等を実施し、購買・物流を一体化した複合メニューを具体的に提案することで、競合他社と

の明確な差別化を図ってまいります。 

  

第２は、物販事業（商品売上）のてこ入れ・強化であります。 

当社グループの物販事業については、近年景気低迷や競争激化等により売上の伸び悩み傾向が継続し

ています。物販事業を取り巻く現下のマーケット状況を十分に見極めながら、「環境商品・ＰＢ商品・

新ジャンル商品の取扱拡大」、「Ｗｅｂカタログの活用促進」、「選択と集中によるチャネル再構築や

直販的営業活動の拡大」等に積極的に取り組んでまいります。 

  

第３は、堅固な経営基盤作りであります。 

継続して取組んできたコスト削減施策については、今後も恒常的原価低減や業務改善・業務効率化等

に徹底して取組みます。 

また、投資効率の向上、品質管理・リスク管理体制の充実、情報システム基盤の強化等により、経営

体質を強化してまいります。このほか、グローバル化への施策にも着手してまいります。 

  

（注）ＡＳＰ（Application Service Provider）：インターネットを通じて顧客にビジネス用アプリケーションを提

供するサービス 

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

－ 6 －
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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21年５月20日)

当連結会計年度
(平成22年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,612,801 1,994,500

受取手形及び売掛金 4,419,116 3,881,528

商品 818,603 715,342

貯蔵品 23,411 14,337

その他 226,100 257,859

貸倒引当金 △43,764 △45,003

流動資産合計 7,056,268 6,818,563

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 194,788 175,106

その他（純額） 145,609 112,374

有形固定資産合計 340,397 287,480

無形固定資産

のれん － 38,866

ソフトウエア 901,130 679,323

リース資産 89,154 70,834

その他 26,448 33,272

無形固定資産合計 1,016,732 822,298

投資その他の資産

投資有価証券 4,545 5,979

敷金及び保証金 478,951 －

その他 17,487 421,276

投資その他の資産合計 500,984 427,255

固定資産合計 1,858,114 1,537,034

資産合計 8,914,382 8,355,598
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年５月20日)

当連結会計年度
(平成22年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,494,854 3,207,968

短期借入金 2,000,000 1,560,000

リース債務 43,388 46,199

未払金 487,478 529,691

未払法人税等 12,978 12,411

返品調整引当金 1,220 1,071

本社等移転関連費用引当金 78,706 －

その他 180,508 157,044

流動負債合計 6,299,134 5,514,386

固定負債

長期借入金 － 240,000

リース債務 250,367 210,481

退職給付引当金 72,230 63,855

受入保証金 1,009,000 928,300

固定負債合計 1,331,598 1,442,637

負債合計 7,630,732 6,957,023

純資産の部

株主資本

資本金 1,196,200 1,197,200

資本剰余金 282,700 283,700

利益剰余金 △182,718 △69,708

自己株式 △11,447 △11,749

株主資本合計 1,284,733 1,399,441

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,082 △867

評価・換算差額等合計 △1,082 △867

純資産合計 1,283,650 1,398,574

負債純資産合計 8,914,382 8,355,598

－ 8 －
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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20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
 至 平成22年５月20日)

売上高 18,578,494 17,025,545

売上原価 12,651,336 10,613,129

売上総利益 5,927,158 6,412,415

返品調整引当金戻入額 2,149 1,220

返品調整引当金繰入額 1,220 1,071

差引売上総利益 5,928,087 6,412,564

販売費及び一般管理費 6,151,917 6,070,762

営業利益又は営業損失（△） △223,830 341,802

営業外収益

受取利息 2,132 1,258

消耗品売却収入 23,143 26,843

破損商品等賠償金 7,465 5,038

受取手数料 15,144 17,623

業務受託料 － 7,700

その他 20,717 14,238

営業外収益合計 68,604 72,703

営業外費用

支払利息 35,504 50,223

支払手数料 3,837 －

その他 1,676 464

営業外費用合計 41,018 50,688

経常利益又は経常損失（△） △196,244 363,816

特別利益

貸倒引当金戻入額 13,687 －

本社等移転関連費用引当金戻入額 － 7

特別利益合計 13,687 7

特別損失

減損損失 － 491

貸倒引当金繰入額 － 244,645

本社等移転関連費用引当金繰入額 78,706 －

特別損失合計 78,706 245,136

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△261,263 118,687

法人税、住民税及び事業税 7,110 5,677

法人税等調整額 113,672 －

法人税等合計 120,782 5,677

当期純利益又は当期純損失（△） △382,046 113,010

－ 9 －
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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20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,196,200 1,196,200

当期変動額

新株の発行 － 1,000

当期変動額合計 － 1,000

当期末残高 1,196,200 1,197,200

資本剰余金

前期末残高 282,700 282,700

当期変動額

新株の発行 － 1,000

当期変動額合計 － 1,000

当期末残高 282,700 283,700

利益剰余金

前期末残高 199,327 △182,718

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △382,046 113,010

当期変動額合計 △382,046 113,010

当期末残高 △182,718 △69,708

自己株式

前期末残高 △10,841 △11,447

当期変動額

自己株式の取得 △606 △302

当期変動額合計 △606 △302

当期末残高 △11,447 △11,749

株主資本合計

前期末残高 1,667,386 1,284,733

当期変動額

新株の発行 － 2,000

当期純利益又は当期純損失（△） △382,046 113,010

自己株式の取得 △606 △302

当期変動額合計 △382,652 114,708

当期末残高 1,284,733 1,399,441
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22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 △103 △1,082

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△979 215

当期変動額合計 △979 215

当期末残高 △1,082 △867

評価・換算差額等合計

前期末残高 △103 △1,082

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△979 215

当期変動額合計 △979 215

当期末残高 △1,082 △867

純資産合計

前期末残高 1,667,282 1,283,650

当期変動額

新株の発行 － 2,000

当期純利益又は当期純損失（△） △382,046 113,010

自己株式の取得 △606 △302

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △979 215

当期変動額合計 △383,631 114,923

当期末残高 1,283,650 1,398,574
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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20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22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利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△261,263 118,687

減価償却費 404,751 362,344

減損損失 － 491

のれん償却額 － 11,133

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,125 1,238

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,066 △8,375

返品調整引当金の増減額（△は減少） △929 △149

本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減
少）

78,706 △78,706

受取利息 △2,132 △1,258

支払利息 35,504 50,223

売上債権の増減額（△は増加） △283,232 537,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 543,544 112,335

立替金の増減額（△は増加） 167,225 19,854

仕入債務の増減額（△は減少） △858,776 △286,885

未払金の増減額（△は減少） △88,699 33,040

受入保証金の増減額（△は減少） △89,000 △80,700

その他 120,180 13,742

小計 △245,178 804,605

利息の受取額 2,132 1,258

利息の支払額 △35,269 △50,340

法人税等の支払額 △3,323 △7,251

営業活動によるキャッシュ・フロー △281,640 748,272

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 △26,400 △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 △275,803 △98,039

ソフトウエアの売却による収入 123,134 －

のれんの取得による支出 － △50,000

投資有価証券の取得による支出 △1,223 △1,218

敷金及び保証金の差入による支出 △27,303 △49,687

差入保証金の回収による収入 24 120,775

その他 △887 2,335

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,774 △125,763

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 11,500,000 9,500,000

短期借入金の返済による支出 △10,500,000 △10,000,000

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 △606 △302

配当金の支払額 △182 △28

リース債務の返済による支出 △18,402 △42,478

財務活動によるキャッシュ・フロー 980,808 △240,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 578,393 381,699

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期末残高 1,612,801 1,994,500
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 該当事項はありません。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記   

(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20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22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

  該当事項はありません 同左

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） 

  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

（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）

② たな卸資産

(ⅰ)商品

同左

(ⅱ)貯蔵品

終仕入原価法による原

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。

(ⅱ)貯蔵品

同左

  
 
  
 

─────
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22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（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。

  ① 有形固定資産（リース資産を

除く）

定率法 

同左

（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。

─────

② 無形固定資産（リース資産を

除く）

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）

定額法

のれんについては、３年間

で均等償却しております。 

 なお、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

づく定額法によっておりま

す。 

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 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

 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

（会計方針の変更）

 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。

(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。

────── 
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

(４) 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 のれんの償却に関する事

項

──────  のれんは、３年間で均等償却してお

ります。

７ 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

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

（連結貸借対照表） （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。

 前連結会計年度まで投資その他の資産で表示していた

「敷金及び保証金」（当連結会計年度407,864千円）

は、資産の部合計の100分の５以下であるため、当連結

会計年度より投資その他の資産の「その他」に含めて表

示しております。

（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投資活動によるキャッシュ・

フローの「保証金差入による支出」として掲記していた

ものは、ＥＤＩＮＥＴ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」として掲記してお

ります。  

────────
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１. 事業の種類別セグメント情報 

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。 

  

２. 所在地別セグメント情報 

   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。 

  

３. 海外売上高 

   海外売上がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

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

５月21日 至 平成22年５月20日)

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

５月21日 至 平成22年５月20日)

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

５月21日 至 平成22年５月20日)
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(１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎） 

 
  

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、金融商品、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、賃貸等不動産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20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

１株当たり純資産額 57円75銭 １株当たり純資産額 62円81銭

１株当たり当期純損失 17円18銭 １株当たり当期純利益 ５円08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。  

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

  ５円05銭

項目
前連結会計年度

(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額

 連結損益計算書上の当期純利益又は 
 当期純損失（△）              （千円）

△382,046 113,010

 普通株主に帰属しない金額     （千円） ─ ─

 普通株式に係る当期純利益又は 
 当期純損失（△）               (千円）

△382,046 113,010

 普通株式の期中平均株式数   （千株） 22,232 22,241

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額           （千円） ─ ─

 普通株式増加数            （千株） ─ 117

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

─
新株予約権 
（新株予約権の数 3,170個）

(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21年５月20日)

当事業年度
(平成22年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,586,988 1,953,060

受取手形 1,281,102 812,324

売掛金 3,150,236 3,096,875

商品 817,394 714,232

貯蔵品 23,398 14,337

前払費用 43,167 39,614

未収入金 12,497 67,600

立替金 177,115 157,884

その他 1 0

貸倒引当金 △43,844 △45,171

流動資産合計 7,048,056 6,810,759

固定資産

有形固定資産

建物 111,103 78,272

減価償却累計額 △34,788 △24,820

建物（純額） 76,314 53,452

機械及び装置 4,272 4,272

減価償却累計額 △2,474 △2,819

機械及び装置（純額） 1,797 1,452

工具、器具及び備品 166,447 173,085

減価償却累計額 △98,951 △115,615

工具、器具及び備品（純額） 67,496 57,470

リース資産 205,579 212,399

減価償却累計額 △10,791 △37,293

リース資産（純額） 194,788 175,106

有形固定資産合計 340,397 287,480

無形固定資産

のれん － 38,866

商標権 2,028 1,593

ソフトウエア 901,130 679,323

ソフトウエア仮勘定 21,199 28,950

リース資産 89,154 70,834

電話加入権 3,220 2,728

無形固定資産合計 1,016,732 822,298

投資その他の資産

投資有価証券 4,545 5,979

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 － 50

長期前払費用 12,796 11,056

敷金及び保証金 478,951 407,864

その他 4,690 2,304

投資その他の資産合計 510,984 437,255

固定資産合計 1,868,114 1,547,034

資産合計 8,916,170 8,357,793
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年５月20日)

当事業年度
(平成22年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,644,961 2,293,996

買掛金 849,852 913,971

短期借入金 2,000,000 1,560,000

リース債務 43,388 46,199

未払金 487,937 530,142

未払費用 68,527 79,355

未払法人税等 12,831 11,486

前受収益 20,154 33,892

返品調整引当金 1,220 1,071

本社等移転関連費用引当金 78,706 －

その他 91,681 43,429

流動負債合計 6,299,262 5,513,544

固定負債

長期借入金 － 240,000

リース債務 250,367 210,481

退職給付引当金 72,230 63,855

受入保証金 1,009,000 928,300

固定負債合計 1,331,598 1,442,637

負債合計 7,630,860 6,956,181

純資産の部

株主資本

資本金 1,196,200 1,197,200

資本剰余金

資本準備金 282,700 283,700

資本剰余金合計 282,700 283,700

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 △185,498 △71,109

利益剰余金合計 △181,059 △66,670

自己株式 △11,447 △11,749

株主資本合計 1,286,392 1,402,479

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,082 △867

評価・換算差額等合計 △1,082 △867

純資産合計 1,285,309 1,401,612

負債純資産合計 8,916,170 8,357,793
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当事業年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

売上高

商品売上高 16,357,712 13,888,915

サービス売上高 2,181,892 3,100,320

売上高合計 18,539,604 16,989,236

売上原価

商品期首たな卸高 1,356,101 817,394

当期商品仕入高 12,113,466 10,510,291

合計 13,469,568 11,327,685

商品他勘定振替高 860 770

商品期末たな卸高 817,394 714,232

売上原価合計 12,651,313 10,612,682

売上総利益 5,888,290 6,376,553

返品調整引当金戻入額 2,149 1,220

返品調整引当金繰入額 1,220 1,071

差引売上総利益 5,889,219 6,376,702

販売費及び一般管理費 6,112,048 6,035,995

営業利益又は営業損失（△） △222,829 340,707

営業外収益

受取利息 2,039 1,239

消耗品売却収入 23,143 26,843

破損商品等賠償金 7,465 5,038

受取手数料 15,144 17,623

業務受託料 － 7,700

その他 22,597 15,879

営業外収益合計 70,391 74,324

営業外費用

支払利息 35,504 50,223

支払手数料 3,837 －

その他 1,676 464

営業外費用合計 41,018 50,688

経常利益又は経常損失（△） △193,456 364,343

特別利益

貸倒引当金戻入額 14,009 －

本社等移転関連費用引当金戻入額 － 7

特別利益合計 14,009 7

特別損失

減損損失 － 491

貸倒引当金繰入額 － 244,645

本社等移転関連費用引当金繰入額 78,706 －

特別損失合計 78,706 245,136

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △258,153 119,214

法人税、住民税及び事業税 7,040 4,825

法人税等調整額 113,672 －

法人税等合計 120,712 4,825

当期純利益又は当期純損失（△） △378,865 114,388
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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20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当事業年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,196,200 1,196,200

当期変動額

新株の発行 － 1,000

当期変動額合計 － 1,000

当期末残高 1,196,200 1,197,200

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 282,700 282,700

当期変動額

新株の発行 － 1,000

当期変動額合計 － 1,000

当期末残高 282,700 283,700

資本剰余金合計

前期末残高 282,700 282,700

当期変動額

新株の発行 － 1,000

当期変動額合計 － 1,000

当期末残高 282,700 283,700

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 4,439 4,439

当期変動額

当期変動額合計 － －

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 193,366 △185,498

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △378,865 114,388

当期変動額合計 △378,865 114,388

当期末残高 △185,498 △71,109

利益剰余金合計

前期末残高 197,805 △181,059

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △378,865 114,388

当期変動額合計 △378,865 114,388

当期末残高 △181,059 △66,670
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年５月21日
至 平成21年５月20日)

当事業年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

自己株式

前期末残高 △10,841 △11,447

当期変動額

自己株式の取得 △606 △302

当期変動額合計 △606 △302

当期末残高 △11,447 △11,749

株主資本合計

前期末残高 1,665,864 1,286,392

当期変動額

新株の発行 － 2,000

当期純利益又は当期純損失（△） △378,865 114,388

自己株式の取得 △606 △302

当期変動額合計 △379,472 116,086

当期末残高 1,286,392 1,402,479

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △103 △1,082

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△979 215

当期変動額合計 △979 215

当期末残高 △1,082 △867

評価・換算差額等合計

前期末残高 △103 △1,082

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△979 215

当期変動額合計 △979 215

当期末残高 △1,082 △867

純資産合計

前期末残高 1,665,760 1,285,309

当期変動額

新株の発行 － 2,000

当期純利益又は当期純損失（△） △378,865 114,388

自己株式の取得 △606 △302

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △979 215

当期変動額合計 △380,451 116,302

当期末残高 1,285,309 1,401,612
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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

6. その他
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