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1. 平成23年５月期第３四半期の連結業績（平成22年５月21日～平成23年２月20日）

 (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 ％

23年５月期第３四半期 11,811 △4.4 205 138.0 233 123.9 245 －

22年５月期第３四半期 12,354 △9.6 86 － 104 － △202 －

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

23年５月期第３四半期 11 02 10 96

22年５月期第３四半期 △9 09 －

 (2) 連結財政状態

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

23年５月期第３四半期 8,355 1,644 19.7 73 85

22年５月期 8,355 1,398 16.7 62 81

(参考) 自己資本 23年５月期第３四半期 1,644百万円  22年５月期 1,398百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年５月期 － 0 00 － 0 00 0 00

23年５月期 － 0 00 －

23年５月期(予想) － 2 00 2 00

3. 平成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、対前期増減率)

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

通期 17,400 2.2 390 14.4 400 10.2 155 37.2 6 96



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  －社 (            )、除外  －社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年５月期３Ｑ 22,318,000株 22年５月期 22,318,000株

② 期末自己株式数 23年５月期３Ｑ 55,764株 22年５月期 52,654株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年５月期３Ｑ 22,263,211株 22年５月期３Ｑ 22,333,989株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、海外経済の改善や各種の政策効果などが背景とな

り企業収益は回復が見られるものの、海外景気や為替レート、原油価格の動向などに加え、デフレの影

響や雇用情勢などの悪化懸念が長期化し、企業を取り巻く環境は厳しく推移しております。また、大手

企業における購買抑制や価格競争の激化が継続しており、間接材購買需要は依然として厳しい状況にあ

ります。 

当社グループはこの様な経営環境のなか、大手・中堅企業における間接材調達業務の効率化のため、

商材の拡大や購買、物流機能をパッケージ化した３ＰＰＬ（注）サービスメニューの拡充を図っており

ます。昨年11月にサービスを開始した「外部カタログ連携」は、提携サプライヤーとのＷＥＢ連携によ

り間接材における取扱商材を拡大し、今期中に50万点への拡大を目指しております。また、環境負荷軽

減、加工物流の機能を持たせた、双方向物流サービスの「循環物流サービス」を展開しております。こ

れらのサービスパッケージは、業種・業態、企業グループにおける業務・運用に焦点をあわせた展開を

図っており、大企業向けにはカスタマイズの要望にお応えして企業の専用化を図っております。一方、

中堅小規模企業向けには、パッケージを組み合わせて普遍化し、安心、安全、安価な運用を提供する

「共同利用型SaaS事業」を推進しております。今期より業種に特化したより高度なお客様の要求に対応

するため、営業担当者の教育、資格制度「マイスター制度」を運用実施して営業体制の強化をはかって

おります。 

商品売上につきましては、景気先行の不透明感による企業の節約指向の継続等により、93億32百万円

（前年同四半期比7.9％減）となりました。 

サービス売上につきましては、既存の利用企業や新規企業に対して新たなサービスメニューの導入提

案を強化することによって新たな需要を取り込み、24億79百万円（前年同四半期比11.6％増）となりま

した。サービス売上の構成比は21.0％となり利益拡大の要因となりました。 

以上の結果、第３四半期連結累計期間における売上高は118億11百万円（前年同四半期比4.4％減）、

営業利益は２億５百万円（前年同四半期比138.0％増）、経常利益は２億33百万円（前年同四半期比

123.9％増）、四半期純利益は２億45百万円（前年同四半期は２億２百万円の四半期純損失）となりま

した。 

なお、当社グループは単一事業でありセグメント別の記載はしておりません。 

  

（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）企業における購買から物流

に関する業務を効率化するための総合的な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微増し、83億55百万円と

なりました。 

その主な要因は、現金及び預金の増加４億26百万円及び受取手形及び売掛金の減少４億84百万円等に

よるものです。 

  

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に対して２億45百万円減少し67億11百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少１億91百万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対して利益剰余金等が２億45百万円増加し16億44百万円となりま

した。 

  

平成23年５月期の通期業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した「東北地方太平洋沖地

震」による業績に与える影響は現在調査中であります。現在のところ平成22年７月２日に公表した予想

数値に変更はありませんが、修正が必要となる場合は速やかに開示いたします。 

  

なお、平成23年２月４日に公表の「富士ゼロックス株式会社との業務提携の変更に関するお知らせ」

の通り、富士ゼロックスブランド商品の在庫管理及び物流オペレーションサービスの提供は平成23年５

月21日に解消の予定ですが、今期の連結業績に与える影響はございません。次期以降の影響について

は、事業計画が固まりしだいお知らせする予定であります。 

(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。 

  

(簡便な処理） 

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。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ8,672千円減少し、税金

等調整前四半期純利益は52,480千円減少しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表

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23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22年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,420,782 1,994,500

受取手形及び売掛金 3,397,460 3,881,528

商品 667,947 715,342

貯蔵品 21,580 14,337

その他 310,934 257,859

貸倒引当金 △1,728 △45,003

流動資産合計 6,816,976 6,818,563

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 154,888 175,106

その他（純額） 129,591 112,374

有形固定資産合計 284,479 287,480

無形固定資産

のれん 84,341 38,866

ソフトウエア 597,081 679,323

リース資産 57,095 70,834

その他 126,572 33,272

無形固定資産合計 865,091 822,298

投資その他の資産 389,128 427,255

固定資産合計 1,538,699 1,537,034

資産合計 8,355,675 8,355,598

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,016,332 3,207,968

短期借入金 1,560,000 1,560,000

リース債務 47,354 46,199

未払法人税等 13,506 12,411

返品調整引当金 1,552 1,071

その他 764,581 686,736

流動負債合計 5,403,326 5,514,386

固定負債

長期借入金 180,000 240,000

リース債務 174,820 210,481

退職給付引当金 63,178 63,855

受入保証金 890,300 928,300

固定負債合計 1,308,298 1,442,637

負債合計 6,711,624 6,957,023
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(単位：千円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成23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22年５月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,197,200 1,197,200

資本剰余金 283,700 283,700

利益剰余金 175,682 △69,708

自己株式 △11,997 △11,749

株主資本合計 1,644,585 1,399,441

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △534 △867

評価・換算差額等合計 △534 △867

純資産合計 1,644,051 1,398,574

負債純資産合計 8,355,675 8,355,598
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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21年５月21日
至 平成22年２月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日
 至 平成23年２月20日)

売上高 12,354,376 11,811,769

売上原価 7,722,592 7,100,096

売上総利益 4,631,783 4,711,673

返品調整引当金戻入額 1,220 1,071

返品調整引当金繰入額 1,530 1,552

差引売上総利益 4,631,473 4,711,192

販売費及び一般管理費 4,545,038 4,505,451

営業利益 86,435 205,740

営業外収益

受取利息 709 838

消耗品売却収入 19,359 24,239

受取手数料 12,524 15,692

業務受託料 7,700 －

その他 15,059 17,497

営業外収益合計 55,353 58,267

営業外費用

支払利息 37,265 29,676

その他 48 389

営業外費用合計 37,313 30,065

経常利益 104,475 233,942

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 67,753

本社等移転関連費用引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 67,753

特別損失

減損損失 491 －

貸倒引当金繰入額 302,125 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,808

その他 － 2,617

特別損失合計 302,617 46,425

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（△）

△198,134 255,270

法人税、住民税及び事業税 3,909 9,879

法人税等合計 3,909 9,879

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△202,043 245,391

四半期純利益又は四半期純損失（△） △202,043 245,391
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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21年11月21日
至 平成22年２月20日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年11月21日
 至 平成23年２月20日)

売上高 4,156,217 3,917,588

売上原価 2,566,637 2,390,353

売上総利益 1,589,580 1,527,234

返品調整引当金戻入額 1,420 1,033

返品調整引当金繰入額 1,530 1,552

差引売上総利益 1,589,470 1,526,715

販売費及び一般管理費 1,470,296 1,483,208

営業利益 119,173 43,507

営業外収益

受取利息 88 133

消耗品売却収入 6,583 7,948

受取手数料 1,162 9,976

その他 3,116 3,487

営業外収益合計 10,949 21,545

営業外費用

支払利息 13,909 8,913

その他 － 116

営業外費用合計 13,909 9,030

経常利益 116,214 56,022

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 62,080

特別利益合計 － 62,080

特別損失

貸倒引当金繰入額 302,125 －

固定資産除却損 － 1,902

特別損失合計 302,125 1,902

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（△）

△185,911 116,200

法人税、住民税及び事業税 941 △18,762

法人税等合計 941 △18,762

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△186,852 134,962

四半期純利益又は四半期純損失（△） △186,852 134,962
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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21年５月21日
至 平成22年２月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日
至 平成23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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△198,134 255,270

減価償却費 272,052 290,939

減損損失 491 －

のれん償却額 － 14,524

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,808

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,989 △43,275

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,436 △677

返品調整引当金の増減額（△は減少） 310 481

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 △709 △838

支払利息 37,265 29,676

売上債権の増減額（△は増加） 681,299 484,067

たな卸資産の増減額（△は増加） 134,641 40,152

立替金の増減額（△は増加） △33,536 △48,789

仕入債務の増減額（△は減少） △305,434 △191,636

未払金の増減額（△は減少） 57,860 123,809

受入保証金の増減額（△は減少） △57,000 △38,000

その他 51,129 △35,637

小計 564,083 923,876

利息の受取額 709 838

利息の支払額 △38,893 △30,637

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △6,933 △5,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 518,965 888,186

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 △49,929 △48,587

ソフトウエアの取得による支出 △91,175 △249,657

のれんの取得による支出 △50,000 △60,000

投資有価証券の取得による支出 △919 △1,012

投資有価証券の売却による収入 － 5,240

敷金及び保証金の差入による支出 △45,373 △12,913

敷金及び保証金の回収による収入 42,213 －

その他 2,483 △1,577

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,701 △368,508

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 8,000,000 4,500,000

短期借入金の返済による支出 △8,000,000 △4,500,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 － △60,000

株式の発行による収入 2,000 －

自己株式の取得による支出 △212 △247

配当金の支払額 △25 △5

リース債務の返済による支出 △31,618 △33,142

財務活動によるキャッシュ・フロー 270,143 △93,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 596,408 426,281

現金及び現金同等物の期首残高 1,612,801 1,994,500

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,209,209 2,420,782
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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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