
 

 

 

   

 

 
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３四半期 △68百万円（－％） 23年５月期第３四半期245百万円（－％） 

  

 
  

   

 

 
  

  

 
(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３四半期の連結業績（平成23年５月21日～平成24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 ％

24年５月期第３四半期 11,096 △6.1 △79 － △64 － △68 －
23年５月期第３四半期 11,811 △4.4 205 138.0 233 123.9 245 －

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３四半期 △3 07 － －

23年５月期第３四半期 11 02 10 96

 (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３四半期 8,197 1,544 18.8

23年５月期 8,182 1,657 20.3

(参考) 自己資本 24年５月期第３四半期  1,544百万円  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、通期は対前期増減率)

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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 22,260,551株 23年５月期３Ｑ 22,263,211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の経済は、東日本大震災の復旧が進み、国内景気は緩やか

に持ち直しの動きが見られました。しかし、一方では長期化する円高、株価の低迷、欧州財政危機の継

続やタイの洪水被害等の影響により日本経済を取り巻く環境は、依然として先行き不透明な状況で推移

しました。このような経済状況の影響を強く受け、企業を取り巻く環境は厳しく推移しています。社会

環境の不透明感により設備投資や間接材購買の抑制傾向が継続するとともに、価格競争は激しさを増

し、社会経済構造の変化が続くと認識しております。 

このような中、当社グループは安定的な収益構造の企業体質に転換するために、サービス事業におけ

る経営の再構築の転換点と位置づけ、ソリューション活動によって生み出される高品質・高付加価値な

サービスをお客様へ提供するソリューション・ベンダーとして事業の育成強化をはかってまいりまし

た。 

当社が得意とする業界への特化型営業により業務プロセスの改善ソリューション及び販売業務の効率

化ソリューションの利用企業数の拡大を図っております。外部カタログ連携機能による取扱品目の拡大

に加え、３ＰＰＬ（注）ソリューション・サービスを大企業向けには個別対応型、中堅企業向けには共

同利用型のサービス提供として位置づけサービス開発を行うとともに、企業における多様かつ高度な要

望に対し的確に対応するための基盤整備に取組んでまいりました。 

このような状況の中、商品売上については、競合等の価格競争が続いておりますが新規顧客の獲得等

により96億10百万円（前年同四半期比3.0％増）となりました。サービス売上については、採用企業数

は増えたものの、期首に発生した特定大口顧客のスキーム変更の影響が続いており、14億85百万円（前

年同四半期比40.1％減）となりました。 

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の業績については、売上高は110億96百万円（前年同四半期比

6.1％減）、販売商品の価格競争による採算性の悪化やサービス売上の減少等の要因により、営業損失

は79百万円（前年同四半期は２億５百万円の営業利益）、経常損失は64百万円（前年同四半期は２億33

百万円の経常利益）、四半期純損失は68百万円（前年同四半期は２億45百万円の四半期純利益）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ソースを請負

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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（総資産） 

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比べ、14百万円増加し81億97百

万円となりました。 

その主な要因は、リース資産の増加１億４百万円、商品の増加70百万円及びソフトウェアの増加56百

万円に対し、受取手形及び売掛金の減少２億38百万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、１億27百万円増加し66億52百万円となりました。 

その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加３億77百万円及びリース債務の増加１億10百万円に対

し、未払金の減少１億59百万円、未払法人税等の減少72百万円、移転関連費用引当金の減少60百万円及

び長期借入金の減少60百万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１億12百万円減少し、15億44百万円となり

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３四半期連結会計期間
(平成24年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,548,536 2,503,307

受取手形及び売掛金 3,327,514 3,088,809

商品 633,974 704,615

貯蔵品 16,604 23,688

その他 211,298 268,207

貸倒引当金 △2,490 △2,061

流動資産合計 6,735,437 6,586,567

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 148,149 265,967

その他（純額） 118,260 103,468

有形固定資産合計 266,410 369,435

無形固定資産

のれん 77,166 55,641

ソフトウエア 647,100 703,448

リース資産 52,515 38,775

その他 14,832 21,857

無形固定資産合計 791,614 819,723

投資その他の資産 389,422 421,276

固定資産合計 1,447,447 1,610,434

資産合計 8,182,884 8,197,002

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,897,094 3,274,219

短期借入金 1,560,000 1,560,000

リース債務 47,746 81,193

未払金 472,725 313,340

未払法人税等 75,838 3,561

返品調整引当金 2,603 2,236

移転関連費用引当金 67,809 6,882

その他 121,402 157,161

流動負債合計 5,245,220 5,398,595

固定負債

長期借入金 180,000 120,000

リース債務 162,735 239,494

退職給付引当金 65,243 64,201

受入保証金 872,300 830,300

固定負債合計 1,280,279 1,253,996

負債合計 6,525,500 6,652,591
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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３四半期連結会計期間
(平成24年２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 76,789

自己株式 △12,044 △12,176

株主資本合計 1,658,540 1,545,513

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 △1,102

その他の包括利益累計額合計 △1,156 △1,102

純資産合計 1,657,384 1,544,410

負債純資産合計 8,182,884 8,197,002
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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22年５月21日
至 平成23年２月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
 至 平成24年２月20日)

売上高 11,811,769 11,096,596

売上原価 7,100,096 7,375,343

売上総利益 4,711,673 3,721,252

返品調整引当金戻入額 1,071 2,603

返品調整引当金繰入額 1,552 2,236

差引売上総利益 4,711,192 3,721,619

販売費及び一般管理費 4,505,451 3,800,935

営業利益又は営業損失（△） 205,740 △79,316

営業外収益

受取利息 838 796

消耗品売却収入 24,239 15,240

受取手数料 15,692 14,368

その他 17,497 11,525

営業外収益合計 58,267 41,929

営業外費用

支払利息 29,676 26,663

その他 389 280

営業外費用合計 30,065 26,943

経常利益又は経常損失（△） 233,942 △64,330

特別利益

貸倒引当金戻入額 67,753 －

特別利益合計 67,753 －

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 2,617 －

特別損失合計 46,425 670

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（△）

255,270 △65,000

法人税、住民税及び事業税 9,879 3,371

法人税等合計 9,879 3,371

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（△）

245,391 △68,371

四半期純利益又は四半期純損失（△） 245,391 △68,371
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四半期連結包括利益計算書
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22年５月21日
至 平成23年２月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
 至 平成24年２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（△）

245,391 △68,371

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 333 54

その他の包括利益合計 333 54

四半期包括利益 245,724 △68,317

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 245,724 △68,317

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

－9－

ビズネット株式会社（3381）　平成24年５月期第３四半期決算短信




