
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
(注) 包括利益 24年５月期第１四半期 △33百万円（－％） 23年５月期第１四半期△23百万円（－％） 

  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年５月期第１四半期の連結業績（平成23年５月21日～平成23年８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 ％

24年５月期第１四半期 3,537 △7.6 △37 － △31 － △33 －
23年５月期第１四半期 3,826 △5.4 14 － 20 － △24 －

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

24年５月期第１四半期 △1 48 － －

23年５月期第１四半期 △1 09 － －

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年５月期第１四半期 8,211 1,579 19.2

23年５月期 8,182 1,657 20.3

(参考) 自己資本 24年５月期第１四半期  1,579百万円  23年５月期  1,657百万円

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

23年５月期 － 0 00 － 2 00 2 00

24年５月期 －

24年５月期(予想) 0 00 － 2 00 2 00

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



  

 
  

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりませ

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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4. その他

(1)当四半期連結累計期間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の子会社の異動）  

： 無

  新規  －社 (            )、除外  －社 (            )

 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (3) 会計方法の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

： 無

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更

 ③ 会計上の見積りの変化

  ④ 修正再表示

：

：

：

無

無

無

 

(4) 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) 24年５月期１Ｑ 22,318,000株 23年５月期 22,318,000株

② 期末自己株式数 24年５月期１Ｑ 56,354株 23年５月期 56,354株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年５月期１Ｑ 22,261,646株 23年５月期１Ｑ 22,264,533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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災による甚大な被害か

ら、復興に向けた政策やサプライチェーンの復旧などにより、経済活動の回復の兆しが見られるもの

の、原発事故による電力や放射能拡散の影響、長期化する円高やデフレの進行により間接材等について

は購買抑制等の傾向が続いていると思われます。 

当社グループにおきましては、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、省エネ、防災、危機管理などの取扱商材の拡充や物流・購買機能の拡充により高

付加価値な３ＰＰＬサービスを提供するとともに、お客様の高度な要求への対応力強化を図ってまいり

ました。 

このような状況の中、商品売上については、29億24百万円（前年同四半期比4.0％減）となりまし

た。サービス売上については、新たなサービス利用顧客の拡大を図っております。すでにお知らせの通

り、７月より富士ゼロックス株式会社との提携スキーム変更による影響があり6億13百万円（前年同四

半期比21.4％減）となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高は35億37百万円（前年同四半期比

7.6％減）、営業損失は37百万円（前年同四半期は14百万円の営業利益）、経常損失は31百万円（前年

同四半期は20百万円の経常利益）、四半期純損失は33百万円（前年同四半期は24百万円の四半期純損

失）となりました。しかしながら、第１四半期については概ね当初計画通りの推移となっております。

 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１四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28百万円増加し82億11百

万円となりました。 

その主な要因は現金及び預金の増加１億60百万円、基幹システム及び受注システムサーバー更新に伴

うリース資産の増加１億円及びソフトウェア仮勘定の増加１億53百万円に対し受取手形及び売掛金の減

少３億92百万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、１億５百万円増加し66億31百万円となりました。 

その主な要因は、未払金の増加１億79百万円、リース債務の増加１億５百万円に対し支払手形及び買

掛金の減少１億20百万円、長期借入金の減少30百万円、受入保証金の減少21百万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77百万円減少し、15億79百万円となりまし

た。 

  

１．当四半期決算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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平成24年５月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、概ね計画通りの

進捗であり、平成23年７月１日公表しました予想数値に変更はございません。 

  

（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。 

  

 該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,548,536 2,708,951

受取手形及び売掛金 3,327,514 2,934,999

商品 633,974 669,452

貯蔵品 16,604 15,754

その他 211,298 244,079

貸倒引当金 △2,490 △2,253

流動資産合計 6,735,437 6,570,984

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 148,149 253,068

その他（純額） 118,260 118,913

有形固定資産合計 266,410 371,982

無形固定資産

のれん 77,166 69,991

ソフトウエア 647,100 591,915

リース資産 52,515 47,935

その他 14,832 168,164

無形固定資産合計 791,614 878,007

投資その他の資産 389,422 390,229

固定資産合計 1,447,447 1,640,219

資産合計 8,182,884 8,211,203

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,897,094 2,777,070

短期借入金 1,560,000 1,560,000

リース債務 47,746 71,833

未払金 472,725 652,391

未払法人税等 75,838 79,424

返品調整引当金 2,603 1,243

移転関連費用引当金 67,809 65,339

その他 121,402 114,862

流動負債合計 5,245,220 5,322,164

固定負債

長期借入金 180,000 150,000

リース債務 162,735 244,482

退職給付引当金 65,243 63,505

受入保証金 872,300 851,300

固定負債合計 1,280,279 1,309,288

負債合計 6,525,500 6,631,452
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８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 189,684 112,133

自己株式 △12,044 △12,044

株主資本合計 1,658,540 1,580,989

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,156 △1,238

その他の包括利益累計額合計 △1,156 △1,238

純資産合計 1,657,384 1,579,750

負債純資産合計 8,182,884 8,211,203

ビズネット株式会社（3381）　平成24年５月期第１四半期決算短信

－6－



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

(第１四半期連結累計期間)

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日
至 平成22年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
至 平成23年８月20日)

売上高 3,826,987 3,537,714

売上原価 2,313,926 2,220,598

売上総利益 1,513,061 1,317,115

返品調整引当金戻入額 1,071 2,603

返品調整引当金繰入額 1,350 1,243

差引売上総利益 1,512,782 1,318,475

販売費及び一般管理費 1,498,116 1,355,489

営業利益又は営業損失（△） 14,666 △37,013

営業外収益

受取利息 468 124

消耗品売却収入 8,043 6,214

受取手数料 4,202 4,821

その他 4,670 3,199

営業外収益合計 17,383 14,359

営業外費用

支払利息 10,943 8,970

その他 157 258

営業外費用合計 11,101 9,229

経常利益又は経常損失（△） 20,948 △31,883

特別利益

貸倒引当金戻入額 419 －

特別利益合計 419 －

特別損失

固定資産除却損 714 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,808 －

特別損失合計 44,522 －

税金等調整前四半期純損失（△） △23,153 △31,883

法人税、住民税及び事業税 1,065 1,144

法人税等合計 1,065 1,144

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △24,218 △33,027

四半期純損失（△） △24,218 △33,027

ビズネット株式会社（3381）　平成24年５月期第１四半期決算短信

－7－



四半期連結包括利益計算書

(第１四半期連結累計期間)

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日
至 平成22年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
至 平成23年８月20日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △24,218 △33,027

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 401 △82

その他の包括利益合計 401 △82

四半期包括利益 △23,817 △33,110

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △23,817 △33,110

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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