
 

 

 

 

 

 
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    ： 有（機関投資家及びアナリスト向け） 

 

 
 

 
(注) 包括利益 24年５月期第２四半期 △7百万円（－％） 23年５月期第２四半期 110百万円（－％） 

 

 

 

 

 
(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２四半期の連結業績（平成23年５月21日～平成23年11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２四半期 7,278 △7.8 △19 － △3 － △7 －
23年５月期第２四半期 7,894 △3.7 162 － 177 － 110 －

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２四半期 △0 32 － －
23年５月期第２四半期 4 96 4 93

 (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２四半期 8,339 1,605 19.3
23年５月期 8,182 1,657 20.3

(参考) 自己資本 24年５月期第２四半期  1,605百万円  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 － 0 00

24年５月期(予想) － 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、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 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更

  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２Ｑ 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２Ｑ 58,344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２Ｑ 22,260,996株 23年５月期２Ｑ 22,263,580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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興に向けた政策やサプライチェ

ーンの復旧が進み、景気持直しの傾向が見られました。しかしながら、円高、株価低迷の長期化、デフ

レの進行に加え、欧州の財政問題等による世界経済の減速など景気の先行きは不透明な状況で推移し、

企業における設備投資や間接材等の購買活動には慎重な姿勢が続いております。 

当社グループは、価格競争や購買抑制が続く経済環境下においても安定的な収益を確保する体質に転

換するため、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、お客様の高度な課題に対応するため、経営品質の維持向上を図り、高付加価値な３ＰＰＬ（注）サ

ービスを拡充するとともに、震災復旧のなか関心の高まる省エネ、防災、危機管理等の商材の拡販やチ

ャネルの集中と選択に取組んでまいりました。 

 また、官公庁や独立行政法人等に対する新たなチャネル開発や企業における潜在ニーズの掘り起こし

のため、定期的なソリューションセミナーの開催やロジスティクス・ソリューション・フェア へ出展

するなど継続的なマーケティング活動を強化しております。 

このような状況の中、商品売上については、回復基調にあるものの円高やデフレの進捗等の景気不透

明感による大手顧客における価格競争の激化や購買抑制が予想以上に影響し、61億68百万円（前年同四

半期比0.5％減）となりました。サービス売上については、見通しどおりの11億10百万円（前年同四半

期比34.4％減）となりました。        

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は、72億78百万円（前年同四半期比

7.8％減）、購買抑制や価格競争の激化による採算性の低下したこと等の影響により、営業損失は19百

万円（前年同四半期比は１億62百万円の営業利益）、経常損失は３百万円（前年同四半期比は１億77百

万円の経常利益）、四半期純損失は７百万円（前年同四半期は１億10百万円の四半期純利益）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スースを請負う事業形態 

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
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（資産） 

当第２四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１億56百万円増加し83億

39百万円となりました。 

 その主な要因は無形資産のその他の増加２億24百万円、リース資産の増加１億７百万円及び商品の増

加98百万円に対しソフトウェアの減少１億29百万円、現金及び預金の減少97百万円、受取手形及び売掛

金の減少90百万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、２億８百万円増加し67億33百万円となりました。 

 その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加２億７百万円及びリース債務の増加１億14百万円に対

し、未払法人税等の減少67百万円、長期借入金の返済による減少30百万円及び受入保証金の減少24百万

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51百万円減少し、16億５百万円となりまし

た。 

平成24年５月期の通期連結業績予想につきましては、現在のところ平成23年７月１日に公表しました

予想数値に変更はございませんが、修正が必要となる場合は速やかに開示いたします。 

  

（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。 

  

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２四半期連結会計期間
(平成23年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,548,536 2,451,411

受取手形及び売掛金 3,327,514 3,236,686

商品 633,974 732,379

貯蔵品 16,604 14,285

その他 211,298 244,412

貸倒引当金 △2,490 △2,386

流動資産合計 6,735,437 6,676,787

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 148,149 265,272

その他（純額） 118,260 113,359

有形固定資産合計 266,410 378,632

無形固定資産

のれん 77,166 62,816

ソフトウエア 647,100 517,826

リース資産 52,515 43,355

その他 14,832 239,353

無形固定資産合計 791,614 863,351

投資その他の資産 389,422 420,471

固定資産合計 1,447,447 1,662,455

資産合計 8,182,884 8,339,243
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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２四半期連結会計期間
(平成23年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,897,094 3,104,715

短期借入金 1,560,000 1,560,000

リース債務 47,746 77,556

未払金 472,725 484,433

未払法人税等 75,838 8,106

返品調整引当金 2,603 1,037

移転関連費用引当金 67,809 47,846

その他 121,402 139,738

流動負債合計 5,245,220 5,423,435

固定負債

長期借入金 180,000 150,000

リース債務 162,735 246,996

退職給付引当金 65,243 65,067

受入保証金 872,300 848,300

固定負債合計 1,280,279 1,310,364

負債合計 6,525,500 6,733,799

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 189,684 137,961

自己株式 △12,044 △12,176

株主資本合計 1,658,540 1,606,684

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 △1,240

その他の包括利益累計額合計 △1,156 △1,240

純資産合計 1,657,384 1,605,444

負債純資産合計 8,182,884 8,339,243
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（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日
至 平成22年11月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
至 平成23年11月20日)

売上高 7,894,180 7,278,301

売上原価 4,709,742 4,698,626

売上総利益 3,184,438 2,579,675

返品調整引当金戻入額 1,071 2,603

返品調整引当金繰入額 1,033 1,037

差引売上総利益 3,184,476 2,581,241

販売費及び一般管理費 3,022,242 2,600,679

営業利益又は営業損失（△） 162,233 △19,438

営業外収益

受取利息 705 509

消耗品売却収入 16,291 10,741

受取手数料 5,716 14,339

その他 14,009 8,298

営業外収益合計 36,722 33,890

営業外費用

支払利息 20,763 17,918

その他 272 274

営業外費用合計 21,035 18,193

経常利益又は経常損失（△） 177,919 △3,741

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,672 －

特別利益合計 5,672 －

特別損失

減損損失 － 670

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,808 －

その他 714 －

特別損失合計 44,522 670

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（△）

139,070 △4,412

法人税、住民税及び事業税 28,642 2,787

法人税等合計 28,642 2,787

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（△）

110,428 △7,199

四半期純利益又は四半期純損失（△） 110,428 △7,199
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日
至 平成22年11月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
至 平成23年11月20日)

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（△）

110,428 △7,199

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 227 △84

その他の包括利益合計 227 △84

四半期包括利益 110,655 △7,284

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 110,655 △7,284

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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