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1．平成23年５月期の連結業績（平成22年５月21日～平成23年５月20日）
(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 ％

 23年５月期 16,075 △5.6 342 0.3 374 3.0 259 129.5

 22年５月期 17,025 △8.4 341 ― 363 ― 113 ―

(注) 包括利益 23年５月期 259百万円(128.8％) 22年５月期 113百万円(―％)

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 ％ ％ ％

 23年５月期 11 65 11 59 17.0 4.5 2.1

 22年５月期 5 08 5 05 8.4 4.2 2.0

(参考) 持分法投資損益 23年５月期 ―百万円 22年５月期 ―百万円

(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 8,182 1,657 20.3 74 45

 22年５月期 8,355 1,398 16.7 62 81

(参考) 自己資本 23年５月期 1,657百万円 22年５月期 1,398百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

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

 23年５月期 1,047 △389 △104 2,548

 22年５月期 748 △125 △240 1,994

2．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

22年５月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

23年５月期 ― 0 00 ― 2 00 2 00 44 17.2 2.9

24年５月期(予想) ― 0 00 ― 2 00 2 00 37.1

3．平成24年５月期の連結業績予想（平成23年５月21日～平成24年５月20日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 7,616 △3.5 2 △98.8 8 △95.5 6 △94.6 0 27

通 期 15,440 △4.0 160 △53.3 180 △52.0 120 △53.7 5 39



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
(2) 個別財政状態 

 

 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

・当社は、平成23年７月８日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使
用する決算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

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) ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 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

(3) 発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年５月期 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 56,354株 22年５月期 52,654株

③ 期中平均株式数 23年５月期 22,262,925株 22年５月期 22,241,596株

(参考) 個別業績の概要
1．平成23年５月期の個別業績（平成22年５月21日～平成23年５月20日）
(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 ％

 23年５月期 16,025 △5.7 334 △1.9 367 1.0 252 121.0

 22年５月期 16,989 △8.4 340 ― 364 ― 114 ―

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

 23年５月期 11 36 11 30

 22年５月期 5 14 5 11

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 8,178 1,653 20.2 74 29

 22年５月期 8,357 1,401 16.8 62 95

(参考) 自己資本 23年５月期 1,653百万円 22年５月期 1,401百万円

※ 監査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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当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国における経済成長や政府の景気刺激策等の効果によ

り、企業収益の改善が見られるものの自立性に乏しく、設備投資の継続的抑制、雇用情勢の悪化、急激

な円高、株価低迷や長引くデフレの影響により、景気の回復は依然として厳しい状況で推移いたしまし

た。大手企業における購買抑制や価格競争の激化は継続しており、間接材購買需要は依然として厳しい

状況となっております。 

このような状況のなか、当社グループは、大手中堅企業における間接材調達・物流業務の効率化をも

たらすソリューション・ベンダーとして、販売商材の拡大とともに物流と購買機能の複合的な組合せに

よる３ＰＰＬ（注１）サービスを拡充し、物販とサービスを両輪としたハイブリッド経営を目指し事業

の拡大を図ってまいりました。企業における業務改善の需要にお応えして、サプライヤーとＷＥＢ連携

による取扱商材の拡大や環境負荷軽減および加工物流の機能を持たせた循環物流サービス等を展開して

まいりました。また、大企業向けには、各企業個別の要望に対応して、より高品質な業務プロセスでの

効率化、改善を実現し、それとともに、中堅企業に対しては、汎用性の高いサービスを組み合わせ、安

心、安全、安価な運用を提供するＳａａＳ（注２）での「共同利用型システム」の構築に取組んでまい

りました。 

さらに、ソリューション活動拡大のため、営業における資格制度や教育体制を充実することにより、

一層高度なお客様のご要望に対する対応力強化を図ってまいりました。 

平成23年３月11日に発生しました「東日本大震災」は、当社の物流センターや情報システムに対する

直接被害は軽微であったものの、一部のお客様や協力会社が被災されたことにより、当社の業績に対し

ても影響が及びました。今後も景気低迷や企業活動の構造変化など、当社グループを取り巻く市場環境

は変化するとともに厳しさが続くものとみておりますが、このような経営環境の変化に対応した事業の

展開を続けてまいります。 

このような中、商品売上については、127億51百万円（前連結会計年度比8.9％減）となりました。サ

ービス売上については、ソリューションサービスの拡充と利用顧客の拡大により、33億24百万円（同

9.8％増）となりました。 

以上の結果、当連結会計年度における売上高は、160億75百万円（前連結会計年度比5.6％減）、営業

利益は３億42百万円（同0.3％増）、経常利益は３億74百万円（同3.0％増）、当期純利益は２億59百万

円（同129.5％増）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１） 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 

（注２） ＳａａＳ（ソフトウェア アズ ア サービス）：インターネットを通じて、顧客が必要な機能を選択して

ビジネスアプリケーションを利用出来るようにしたサービス形態 

  

今後の見通しにつきましては、これまで展開をしてまいりました３ＰＰＬ事業を核としたサービス事

業をさらに推進しつつ、物販事業についてもサービス事業とのハイブリッド効果を生かし大口顧客の新

規開拓を積極的に進めてまいります。これにより商品売上については前期比6.0％増加となる見込で

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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す。一方、サービス売上については引き続き３ＰＰＬ事業の拡大に注力してまいりますが、平成23年

７月１日より富士ゼロックス株式会社に対する在庫管理及び物流オペレーションサービス提供が解消さ

れることに伴い、物販に比べ利益率の高いサービス売上が減少し前期比40.0％減を見込んでおります。

しかしながら、当社はこれまで培ってきた、ソリューション・ノウハウを軸に３ＰＰＬ事業によるサー

ビス売上の拡大をはかり、収益構造の変革や収益基盤の向上にこだわり、引き続き取組んでまいりま

す。したがって、投資についてはシステム基盤の強化のため基幹システムサーバーの更新を実施するほ

か、新規投資については投資回収の検証を行い適切な投資を行ってまいります。また、コスト面では事

業構造を見直し、抜本的な改革と効率化を進めてまいります。 

このような状況により、当社グループの現時点での次期（平成24年５月期）の業績見通しは、売上高

154億40百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益１億60百万円（同53.3％減）、経常利益１億80百万円

（同52.0％減）、当期純利益１億20百万円（同53.7％減）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、記載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。 

業績予想に関する留意事項

－ 2 －
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（資産） 

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１億72百万円減少となり、81億82百万円と

なりました。 

その主な要因は、現金及び預金５億54百万円の増加に対し受取手形及び売掛金の減少５億54百万円、

在庫圧縮に伴う商品の減少81百万円、減価償却が進んだことによるソフトウェアの減少32百万円及びリ

ース資産の減少45百万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て４億31百万円減少となり、65億25百万円となりました。 

その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少３億10百万円、長期借入金の返済による減少60百万円及

び未払金の減少56百万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２億58百万円増加し、16億57百万円となり

ました。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物は５億54百万円増加し、25億48百万円となりました。 

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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業キャッシュ・フローは、10億47百万円の収入（前連結会計年度は７億48

百万円の収入）となりました。これは主に、売上債権の減少５億54百万円、減価償却費3億93百万円、

税金等調整前当期純利益３億28百万円、たな卸資産の減少79百万円、システムサーバーの移転関連費用

引当金の増加67百万円に対し、仕入債務の減少３億10百万円、受入保証金の減少56百万円等によるもの

です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、３億89百万円の支出（前連結会計年

度は１億25百万円の支出）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２億65百万円、

のれんの取得による支出60百万円、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す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

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、１億４百万円の支出（前連結会計年

度は２億40百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出60百万円及びリー

ス債務の返済による支出44百万円等によるものです。 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
※ 自己資本比率：自己資本／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 

（注１） 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。 

（注２） 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。 

（注３） いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注４） 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共に安定的かつ持続的な成長企業を目指しております。また、株主の

皆様に対し利益還元の充実を経営課題の一つと認識しております。 

このような観点に立って、株主還元に付きましては安定的、継続性に配慮しつつ、業績や配当性向等を

総合的に判断し、実施することを基本方針としております。 

当期配当につきましては、上記方針に基づき１株当たりの配当を２円といたしました。 

次期配当に付きましては、業績を総合的に判断し、２円を予定しております。 

  

近の有価証券報告書（平成22年８月９日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

（当社ホームページ） 

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

  

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 平成23年５月期

自己資本比率（％） 20.3 18.8 14.4 16.7 20.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

35.2 22.3 11.5 19.7 21.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

－ － － 2.7 1.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

－ － － 14.9 27.5

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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平成21年５月期決算短信（平成21年７月３日開示）により開示を行った内容から重要な変更が無いため

開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。 

（当社ホームページ） 

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

（大阪証券取引所ホームページ） 

http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search 

  

今後の経営環境につきましては、打ち続く世界や日本経済の潮流の中で、当社は市場やお客様の変化に

対応し、これまで培ってきた当社独自のソリューション・ノウハウを活用し「間接材調達・物流ソリュー

ションにおける３ＰＰＬ事業」への積極的な事業展開を図るため、次期につきましても、以下の戦略課題

に取組んでまいります。 

・大手企業に対しては、お客様のご要望に対応したシステム・物流による個別ソリューションを提供

し、より一層サービス事業の拡大を図ってまいります。 

・中堅企業に対しては、調達、物流業務における共通的な業務を組み合わせて、安心、安全、安価な

運用をタイムリーに提供するＳａａＳでの「共同利用型システム」の拡大を図ってまいります。 

・法人向け商材を取り扱う企業に対しては、ビジネススキームの変化に対応した、信頼性の高い販売

支援ソリューションを提供してまいります。 

・お客様の要望に対応して、企業において必要となる環境商材、工具備品、研究開発用品等の取扱間

接商材を充実させ、価格施策や統一購買提案の推進を図ってまいります。 

・大手中堅企業における取扱商材拡大により、加工物流ソリューションなどと一体化することで間接

材購買ソリューションの提供との相乗効果による需要拡大を促進してまいります。 

・ディーラーのネットワークを再整備し、流通業におけるサプライチェーンの構造の再編を図ってま

いります。 

・物流機能強化、システム安定性強化等により企業活動の変化に対応し、企業活動の円滑化への支援

をしてまいります。 

・新たな災害や経済変化等の発生を見込んだリスク管理と危機管理体制の再構築を行い、継続的な企

業活動維持を目指してまいります。 

・海外における需要を良く見極めながら事業のグローバル化を目指してまいります。 

当社は、これらの戦略課題に加え、財務基盤の強化、リスク管理やコンプライアンス体制を徹底し経営

基盤の強化に取組んでまいります。 

2．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) 中長期的な経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

1．マーケティングやソリューション活動強化による３ＰＰＬ事業の拡大

①３ＰＰＬビジネス事業の拡大

②物販における購買活性化の推進

2．災害や経済変化に対応したＢＣＰの再構築

3．事業のグローバル化
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3．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22年５月20日)

当連結会計年度
(平成23年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,994,500 2,548,536

受取手形及び売掛金 3,881,528 3,327,514

商品 715,342 633,974

貯蔵品 14,337 16,604

その他 257,859 211,298

貸倒引当金 △45,003 △2,490

流動資産合計 6,818,563 6,735,437

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 175,106 148,149

その他（純額） 112,374 118,260

有形固定資産合計 287,480 266,410

無形固定資産

のれん 38,866 77,166

ソフトウエア 679,323 647,100

リース資産 70,834 52,515

その他 33,272 14,832

無形固定資産合計 822,298 791,614

投資その他の資産

投資有価証券 5,979 4,500

その他 421,276 384,921

投資その他の資産合計 427,255 389,422

固定資産合計 1,537,034 1,447,447

資産合計 8,355,598 8,182,884
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年５月20日)

当連結会計年度
(平成23年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,207,968 2,897,094

短期借入金 1,560,000 1,560,000

リース債務 46,199 47,746

未払金 529,691 472,725

未払法人税等 12,411 75,838

返品調整引当金 1,071 2,603

移転関連費用引当金 － 67,809

その他 157,044 121,402

流動負債合計 5,514,386 5,245,220

固定負債

長期借入金 240,000 180,000

リース債務 210,481 162,735

退職給付引当金 63,855 65,243

受入保証金 928,300 872,300

固定負債合計 1,442,637 1,280,279

負債合計 6,957,023 6,525,500

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 △69,708 189,684

自己株式 △11,749 △12,044

株主資本合計 1,399,441 1,658,540

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △867 △1,156

その他の包括利益累計額合計 △867 △1,156

純資産合計 1,398,574 1,657,384

負債純資産合計 8,355,598 8,182,884
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

売上高 17,025,545 16,075,385

売上原価 10,613,129 9,696,160

売上総利益 6,412,415 6,379,225

返品調整引当金戻入額 1,220 1,071

返品調整引当金繰入額 1,071 2,603

差引売上総利益 6,412,564 6,377,693

販売費及び一般管理費 6,070,762 6,034,913

営業利益 341,802 342,779

営業外収益

受取利息 1,258 1,195

消耗品売却収入 26,843 32,758

破損商品等賠償金 5,038 4,961

受取手数料 17,623 16,071

業務受託料 7,700 －

その他 14,238 15,924

営業外収益合計 72,703 70,913

営業外費用

支払利息 50,223 38,239

その他 464 541

営業外費用合計 50,688 38,780

経常利益 363,816 374,912

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 93,634

本社等移転関連費用引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 93,634

特別損失

固定資産除却損 － 2,749

減損損失 491 －

貸倒引当金繰入額 244,645 －

移転関連費用引当金繰入額 － 67,809

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,808

特別退職金等 － 25,736

特別損失合計 245,136 140,104

税金等調整前当期純利益 118,687 328,442

法人税、住民税及び事業税 5,677 69,049

法人税等合計 5,677 69,049

少数株主損益調整前当期純利益 － 259,393

当期純利益 113,010 259,393
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連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 259,393

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － ※2 △289

その他の包括利益合計 － ※1 △289

包括利益 － 259,104
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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21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,196,200 1,197,200

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 1,197,200 1,197,200

資本剰余金

前期末残高 282,700 283,700

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 283,700 283,700

利益剰余金

前期末残高 △182,718 △69,708

当期変動額

当期純利益 113,010 259,393

当期変動額合計 113,010 259,393

当期末残高 △69,708 189,684

自己株式

前期末残高 △11,447 △11,749

当期変動額

自己株式の取得 △302 △294

当期変動額合計 △302 △294

当期末残高 △11,749 △12,044

株主資本合計

前期末残高 1,284,733 1,399,441

当期変動額

新株の発行 2,000 －

当期純利益 113,010 259,393

自己株式の取得 △302 △294

当期変動額合計 114,708 259,099

当期末残高 1,399,441 1,658,540
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △1,082 △867

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

215 △289

当期変動額合計 215 △289

当期末残高 △867 △1,156

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △1,082 △867

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

215 △289

当期変動額合計 215 △289

当期末残高 △867 △1,156

純資産合計

前期末残高 1,283,650 1,398,574

当期変動額

新株の発行 2,000 －

当期純利益 113,010 259,393

自己株式の取得 △302 △294

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 215 △289

当期変動額合計 114,923 258,810

当期末残高 1,398,574 1,657,384
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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21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23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 118,687 328,442

減価償却費 362,344 393,931

減損損失 491 －

のれん償却額 11,133 21,700

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） 1,238 △42,513

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,375 1,388

返品調整引当金の増減額（△は減少） △149 1,532

本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減
少）

△78,706 －

移転関連費用引当金の増減額（△は減少） － 67,809

受取利息 △1,258 △1,195

支払利息 50,223 38,239

売上債権の増減額（△は増加） 537,588 554,013

たな卸資産の増減額（△は増加） 112,335 79,101

立替金の増減額（△は増加） 19,854 22,355

仕入債務の増減額（△は減少） △286,885 △310,873

未払金の増減額（△は減少） 33,040 △35,561

受入保証金の増減額（△は減少） △80,700 △56,000

その他 13,742 △15,153

小計 804,605 1,091,024

利息の受取額 1,258 1,041

利息の支払額 △50,340 △38,110

法人税等の支払額 △7,251 △6,010

営業活動によるキャッシュ・フロー 748,272 1,047,945

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 △49,045

ソフトウエアの取得による支出 △98,039 △265,240

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 △1,218 △1,310

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 △49,687 △17,151

差入保証金の回収による収入 120,775 －

その他 2,335 △1,720

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,763 △389,228

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 9,500,000 4,500,000

短期借入金の返済による支出 △10,000,000 △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 △302 △294

配当金の支払額 △28 △5

リース債務の返済による支出 △42,478 △44,381

財務活動によるキャッシュ・フロー △240,809 △104,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 381,699 554,035

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期末残高 1,994,500 2,548,536
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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21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23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）

(ⅱ)貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23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

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。  

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。

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

から５年間で均等償却してお

ります。

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21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

(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 移転関連費用引当金

システムサーバーの移転に

伴い、発生が見込まれる移転

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。

－ 15 －

ビズネット株式会社（3381）　平成23年５月期決算短信



  

 
  

  

項目
前連結会計年度

(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

(４) のれんの償却方法及び

償却期間

───── のれんについては、３年間から５

年間で均等償却しております。

(５) 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。

─────

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

会計方針の変更

前連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日)

当連結会計年度 
(自 平成22年５月21日  
  至 平成23年５月20日)

─────

（資産除去債務に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は

それぞれ11,562千円減少し、税金等調整前当期純利益は

55,371千円減少しております。 

 

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

 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。

 
  
 
  

───── 
  
 
  
  
 
 

  
 

─────  
 

（連結損益計算書）

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き「財務諸表の用語、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21年３月24日 内閣府

令第５号）の適用に従い、「少数株主損益調整前当期純

利益」の科目を表示しております。

追加情報

前連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日)

当連結会計年度 
(自 平成22年５月21日  
  至 平成23年５月20日)

 
  
 
  

─────

（包括利益の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

の合計」の金額を記載しております。
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当連結会計年度(自  平成22年５月21日  至  平成23年５月20日) 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  親会社株主に係る包括利益        113,225千円 

  少数株主に係る包括利益         ―              

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  計                   113,225千円 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金           215千円 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  計                     215千円 

  

前連結会計年度(自  平成21年５月21日  至  平成22年５月20日) 

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これらの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。 

  

前連結会計年度(自  平成21年５月21日  至  平成22年５月20日) 

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。 

  

前連結会計年度(自  平成21年５月21日  至  平成22年５月20日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成22年５月21日  至  平成23年５月20日) 

当社グループの事業は、ソリューション事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であるため記載を

省略しております。 

  

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日)を適用しております。 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括損益計算書関係）

(セグメント情報等)

（事業の種類別セグメント情報）

（所在地別セグメント情報）

（海外売上高）

（セグメント情報）

（追加情報）
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（注）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

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

１株当たり純資産額 62円81銭 １株当たり純資産額 74円45銭

１株当たり当期純利益 ５円08銭 １株当たり当期純利益 11円65銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

５円05銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

11円59銭

項目
前連結会計年度

(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23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（千円） 113,010 259,393

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（千円） 113,010 259,393

普通株式の期中平均株式数（千株） 22,241 22,262

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） 127 117

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

―――― ――――

(重要な後発事象)

－ 19 －

ビズネット株式会社（3381）　平成23年５月期決算短信



4．個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年５月20日)

当事業年度
(平成23年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,953,060 2,502,248

受取手形 812,324 797,114

売掛金 3,096,875 2,555,388

商品 714,232 632,811

貯蔵品 14,337 16,604

前払費用 39,614 47,433

未収入金 67,600 35,413

立替金 157,884 137,083

その他 0 1

貸倒引当金 △45,171 △2,578

流動資産合計 6,810,759 6,721,519

固定資産

有形固定資産

建物 78,272 78,272

減価償却累計額 △24,820 △33,833

建物（純額） 53,452 44,439

機械及び装置 4,272 4,272

減価償却累計額 △2,819 △3,098

機械及び装置（純額） 1,452 1,173

工具、器具及び備品 173,085 218,927

減価償却累計額 △115,615 △146,279

工具、器具及び備品（純額） 57,470 72,648

リース資産 212,399 212,399

減価償却累計額 △37,293 △64,250

リース資産（純額） 175,106 148,149

有形固定資産合計 287,480 266,410

無形固定資産

のれん 38,866 77,166

商標権 1,593 2,231

ソフトウエア 679,323 647,100

ソフトウエア仮勘定 28,950 9,872

リース資産 70,834 52,515

電話加入権 2,728 2,728

無形固定資産合計 822,298 791,614

投資その他の資産

投資有価証券 5,979 4,500

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 50 50

長期前払費用 11,056 12,211

敷金及び保証金 407,864 369,799

その他 2,304 2,861

投資その他の資産合計 437,255 399,422

固定資産合計 1,547,034 1,457,447

資産合計 8,357,793 8,178,967
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年５月20日)

当事業年度
(平成23年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,293,996 2,034,478

買掛金 913,971 862,616

短期借入金 1,560,000 1,560,000

リース債務 46,199 47,746

未払金 530,142 473,286

未払費用 79,355 71,812

未払法人税等 11,486 75,766

前受収益 33,892 24,967

返品調整引当金 1,071 2,603

移転関連費用引当金 － 67,809

その他 43,429 23,774

流動負債合計 5,513,544 5,244,859

固定負債

長期借入金 240,000 180,000

リース債務 210,481 162,735

退職給付引当金 63,855 65,243

受入保証金 928,300 872,300

固定負債合計 1,442,637 1,280,279

負債合計 6,956,181 6,525,139

純資産の部

株主資本

資本金 1,197,200 1,197,200

資本剰余金

資本準備金 283,700 283,700

資本剰余金合計 283,700 283,700

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 △71,109 181,689

利益剰余金合計 △66,670 186,128

自己株式 △11,749 △12,044

株主資本合計 1,402,479 1,654,984

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △867 △1,156

評価・換算差額等合計 △867 △1,156

純資産合計 1,401,612 1,653,827

負債純資産合計 8,357,793 8,178,967
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(2) 損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当事業年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

売上高

商品売上高 13,888,915 12,628,872

サービス売上高 3,100,320 3,396,260

売上高合計 16,989,236 16,025,132

売上原価

商品期首たな卸高 817,394 714,232

当期商品仕入高 10,510,291 9,616,592

合計 11,327,685 10,330,825

商品他勘定振替高 770 1,793

商品期末たな卸高 714,232 632,811

売上原価合計 10,612,682 9,696,220

売上総利益 6,376,553 6,328,912

返品調整引当金戻入額 1,220 1,071

返品調整引当金繰入額 1,071 2,603

差引売上総利益 6,376,702 6,327,380

販売費及び一般管理費 6,035,995 5,993,063

営業利益 340,707 334,316

営業外収益

受取利息 1,239 1,176

消耗品売却収入 26,843 32,758

破損商品等賠償金 5,038 4,961

受取手数料 17,623 16,071

業務受託料 7,700 －

その他 15,879 17,470

営業外収益合計 74,324 72,439

営業外費用

支払利息 50,223 38,239

その他 464 541

営業外費用合計 50,688 38,780

経常利益 364,343 367,975

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 93,714

本社等移転関連費用引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 93,714

特別損失

固定資産除却損 － 2,749

減損損失 491 －

貸倒引当金繰入額 244,645 －

移転関連費用引当金繰入額 － 67,809

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,808

特別退職金等 － 25,736

特別損失合計 245,136 140,104

税引前当期純利益 119,214 321,585

法人税、住民税及び事業税 4,825 68,786

法人税等合計 4,825 68,786

当期純利益 114,388 252,799
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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21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当事業年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,196,200 1,197,200

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 1,197,200 1,197,200

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 282,700 283,700

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 283,700 283,700

資本剰余金合計

前期末残高 282,700 283,700

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 283,700 283,700

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 4,439 4,439

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 △185,498 △71,109

当期変動額

当期純利益 114,388 252,799

当期変動額合計 114,388 252,799

当期末残高 △71,109 181,689

利益剰余金合計

前期末残高 △181,059 △66,670

当期変動額

当期純利益 114,388 252,799

当期変動額合計 114,388 252,799

当期末残高 △66,670 186,128

自己株式

前期末残高 △11,447 △11,749

当期変動額

自己株式の取得 △302 △294

当期変動額合計 △302 △294

当期末残高 △11,749 △12,044

株主資本合計

前期末残高 1,286,392 1,402,479

当期変動額

新株の発行 2,000 －

当期純利益 114,388 252,799

自己株式の取得 △302 △294

当期変動額合計 116,086 252,504

当期末残高 1,402,479 1,654,984
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年５月21日
至 平成22年５月20日)

当事業年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23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 △1,082 △867

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

215 △289

当期変動額合計 215 △289

当期末残高 △867 △1,156

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,082 △867

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

215 △289

当期変動額合計 215 △289

当期末残高 △867 △1,156

純資産合計

前期末残高 1,285,309 1,401,612

当期変動額

新株の発行 2,000 －

当期純利益 114,388 252,799

自己株式の取得 △302 △294

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 215 △289

当期変動額合計 116,302 252,215

当期末残高 1,401,612 1,653,827
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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． その他
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