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１．平成24年５月期の連結業績（平成23年５月21日～平成24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 ％

24年５月期 14,978 △6.8 △14 ― 0 △99.8 △5 ―

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

(注) 包括利益 24年５月期 △5百万円（－％） 23年５月期 259百万円（128.8％）

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 ％ ％ ％

24年５月期 △0 26 ― △0.4 0.0 △0.1

23年５月期 11 65 11 59 17.0 4.5 2.1

（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

24年５月期 8,395 1,616 19.3 72 16

23年５月期 8,182 1,657 20.3 74 45

(参考) 自己資本 24年５月期 1,616百万円 23年５月期 1,657百万円

（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

24年５月期 788 △342 △165 2,827

23年５月期 1,047 △389 △104 2,548

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 ％ ％

23年５月期 ― 0 00 ― 2 00 2 00 44 17.2 2.9

24年５月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  

 

 

 
  

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おりません。 
  

  当社は、プラス株式会社による当社株式に対する公開買付けが実施されておりましたが、平成24年６月13

日で本公開買付けが終了し、成立しました。なお、公開買付者は当社を完全子会社とすることを予定してお

りますので、当社普通株式は株式会社大阪証券取引所の上場廃止基準に該当し、所定の手続を経て９月末ま

でには上場廃止となる予定です。以上の状況を勘案し平成25年５月期の業績予想及び配当予想は差し控えさ

せていただきます。 

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４ページ

「次期の見通し」をご覧下さい。 

  

※ 注記事項
（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 (社名)          、除外   ―社 (社名)

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 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 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 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)  24年５月期 22,338,000株  23年５月期 22,318,000株

② 期末自己株式数  24年５月期 60,744株  23年５月期 56,354株

③ 期中平均株式数  24年５月期 22,264,547株  23年５月期 22,262,925株

(参考)個別業績の概要
１．平成24年５月期の個別業績（平成23年５月21日～平成24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 ％

24年５月期 14,925 △6.9 △20 ― △2 ― △7 ―

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

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

24年５月期 △0 35 ―

23年５月期 11 36 11 30

（２）個別財政状態
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

24年５月期 8,388 1,610 19.2 71 92
23年５月期 8,178 1,653 20.2 74 29

(参考) 自己資本 24年５月期 1,610百万円 23年５月期 1,653百万円

※ 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



  

１．経営成績 …………………………………………………………………………………2 

（１）経営成績に関する分析 ………………………………………………………………2 

（２）財政状態に関する分析 ………………………………………………………………3 

２．経営方針 …………………………………………………………………………………5 

３．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………6 

（１）連結貸借対照表 ………………………………………………………………………6 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………8 

（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………10 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………12 

（５）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………13 

（６）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………13 

（セグメント情報等） ………………………………………………………………13 

（１株当たり情報） …………………………………………………………………14 

（重要な後発事象） …………………………………………………………………15 

  

○添付資料の目次

－1－

ビズネット株式会社（3381）　平成24年５月期決算短信



 当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府の景気刺激策等の効果により企業収益

の改善が進んでおります。しかしながら、設備投資、雇用情勢の停滞や長引くデフレの影響により、景気の

先行き感は不透明な状況で推移いたしました。当社の顧客である大手中堅企業における価格競争や購買抑制

の激化は継続しており、間接材購買需要は厳しい状況で推移しております。 

このような状況の中、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実現する

ソリューション・ベンダーとして、企業における業務改善による業務効率化実現のため、サプライヤーとの

ＷＥＢ連携による販売商材の拡大や環境負荷軽減のため循環型物流サービス等の３ＰＰＬ（注）サービス強

化をはかってまいりました。また、営業面において当社グループが得意とする業界への特化型営業を推し進

め、新たなサービスの利用拡大や新規顧客の獲得に注力してまいりました。 

このような中、商品売上については、新規顧客の獲得が進んだものの、見込んでおりました大型案件開始

時期の次年度へのずれ込みに加え、価格競争が続いており、130億59百万円（前連結会計年度比2.4％増）と

なりました。サービス売上については、期首に発生いたしました特定大口顧客のスキーム変更の影響や、サ

ービスビジネスの市場浸透が計画通り進行せず、19億19百万円（前連結会計年度比42.3％減）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149億78百万円（前連結会計年度比6.8％減）、営業損失は

14百万円（前連結会計年度は３億42百万円の営業利益）、経常利益は０百万円（前連結会計年度比99.8％

減）、当期純損失は５百万円（前連結会計年度は２億59百万円の当期純利益）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．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）
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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２億12百万円増加となり、83億95百万円とな

りました。 

その主な要因は、現金及び預金の増加２億79百万円及びリース資産の増加90百万円に対し受取手形及び売掛

金の減少89百万円、のれんの減少28百万円、減価償却が進んだことによるソフトウェアの減少19百万円及び

商品の減少11百万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２億54百万円増加となり、67億79百万円となりました。 

その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加３億54百万円、未払金の増加62百万円及びリース債務の増加95

百万円に対し、受入保証金の減少69百万円、未払法人税等の減少66百万円、移転関連費用引当金の減少65百

万円、長期借入金の返済による減少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て利益剰余金の減少50百万円に対して新株式申込証拠金の増加

８百万円等により、41百万円減少し、16億16百万円となりました。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は２億79百万円増加し、28億27百万円となりました。 

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活動によるキャッシュ・フローは、７億88百万円の収入（前連結会計年度は

10億47百万円の収入）となりました。これは主に、減価償却費４億26百万円、仕入債務の増加３億54百万

円、売上債権の減少89百万円及び未払金の増加55百万円に対し、受入保証金の減少69百万円、移転関連引当

金の減少65百万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、３億42百万円の支出（前連結会計年度

は３億89百万円の支出）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３億15百万円、差入保

証金の差入による支出17百万円に対し、差入保証金の回収による収入２百万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、１億65百万円の支出（前連結会計年度は

１億４百万円の支出）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、リース債務の返

済による支出71百万円及び配当金の支払43百万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支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

  

当社は、プラス株式会社による当社株式に対する公開買付けが実施されておりましたが、平成24年６月13

日で本公開買付けが終了し、成立しました。なお、公開買付者は当社を完全子会社とすることを予定してお

りますので、当社普通株式は株式会社大阪証券取引所の上場廃止基準に該当し、所定の手続を経て９月末ま

でには上場廃止となる予定です。以上の状況を勘案し平成25年５月期の業績予想及び配当予想は差し控えさ

せていただきます。 

  

（業績の予想に関する留意事項） 

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、実際の業績等は、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等と大きく異なる可能性があることをご了承いただきますようお願

い致します。 

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 平成24年５月期

自己資本比率（％） 18.8 14.4 16.7 20.3 19.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

22.3 11.5 19.7 21.5 26.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

－ － 2.7 1.9 2.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

－ － 14.9 27.5 22.5

③次期の見通し
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（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については平成21

年5月期決算短信（平成21年７月３日開示）、（４）会社の対処すべき課題については平成23年５月期決算

短信（平成23年７月１日開示）により開示を行った内容から重要な内容の変更がないため開示を省略いたし

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） 

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

  

２．経営方針

－5－

ビズネット株式会社（3381）　平成24年５月期決算短信



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23年５月20日)

当連結会計年度
(平成24年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,548,536 2,827,925

受取手形及び売掛金 3,327,514 3,238,337

商品 633,974 622,366

貯蔵品 16,604 20,484

その他 211,298 192,683

貸倒引当金 △2,490 △3,166

流動資産合計 6,735,437 6,898,631

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 148,149 257,060

その他（純額） 118,260 97,338

有形固定資産合計 266,410 354,399

無形固定資産

のれん 77,166 48,466

ソフトウエア 647,100 627,427

リース資産 52,515 34,195

その他 14,832 44,187

無形固定資産合計 791,614 754,277

投資その他の資産

投資有価証券 4,500 5,666

その他 384,921 382,907

投資その他の資産合計 389,422 388,573

固定資産合計 1,447,447 1,497,251

資産合計 8,182,884 8,395,882
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月20日)

当連結会計年度
(平成24年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,897,094 3,251,636

短期借入金 1,560,000 1,560,000

リース債務 47,746 82,833

未払金 472,725 535,433

未払法人税等 75,838 9,004

返品調整引当金 2,603 1,345

移転関連費用引当金 67,809 2,382

その他 121,402 126,446

流動負債合計 5,245,220 5,569,082

固定負債

長期借入金 180,000 120,000

リース債務 162,735 223,631

退職給付引当金 65,243 63,669

受入保証金 872,300 803,300

固定負債合計 1,280,279 1,210,600

負債合計 6,525,500 6,779,683

純資産の部

株主資本

資本金 1,197,200 1,197,700

新株式申込証拠金 － 8,600

資本剰余金 283,700 284,200

利益剰余金 189,684 139,368

自己株式 △12,044 △12,375

株主資本合計 1,658,540 1,617,493

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 △1,293

その他の包括利益累計額合計 △1,156 △1,293

純資産合計 1,657,384 1,616,199

負債純資産合計 8,182,884 8,395,882
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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22年５月21日
至 平成23年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年５月21日
 至 平成24年５月20日)

売上高 16,075,385 14,978,544

売上原価 9,696,160 9,987,941

売上総利益 6,379,225 4,990,602

返品調整引当金戻入額 1,071 2,603

返品調整引当金繰入額 2,603 1,345

差引売上総利益 6,377,693 4,991,860

販売費及び一般管理費 6,034,913 5,006,227

営業利益又は営業損失（△） 342,779 △14,366

営業外収益

受取利息 1,195 1,003

消耗品売却収入 32,758 19,842

破損商品等賠償金 4,961 3,471

受取手数料 16,071 14,368

その他 15,924 11,748

営業外収益合計 70,913 50,433

営業外費用

支払利息 38,239 35,059

その他 541 349

営業外費用合計 38,780 35,408

経常利益 374,912 658

特別利益

貸倒引当金戻入額 93,634 －

特別利益合計 93,634 －

特別損失

固定資産除却損 2,749 －

減損損失 － 670

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 140,104 670

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

328,442 △12

法人税、住民税及び事業税 69,049 5,780

法人税等合計 69,049 5,780

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

259,393 △5,792

当期純利益又は当期純損失（△） 259,393 △5,792
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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22年５月21日
至 平成23年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年５月21日
 至 平成24年５月20日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

259,393 △5,792

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △289 △137

その他の包括利益合計 △289 △137

包括利益 259,104 △5,930

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 259,104 △5,930

少数株主に係る包括利益 － －
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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22年５月21日
至 平成23年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年５月21日
至 平成24年５月20日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,197,200 1,197,200

当期変動額

新株の発行 － 500

当期変動額合計 － 500

当期末残高 1,197,200 1,197,700

新株式申込証拠金

当期首残高 － －

当期変動額

新株式申込証拠金の払込 － 8,600

当期変動額合計 － 8,600

当期末残高 － 8,600

資本剰余金

当期首残高 283,700 283,700

当期変動額

新株の発行 － 500

当期変動額合計 － 500

当期末残高 283,700 284,200

利益剰余金

当期首残高 △69,708 189,684

当期変動額

剰余金の配当 － △44,523

当期純利益又は当期純損失（△） 259,393 △5,792

当期変動額合計 259,393 △50,316

当期末残高 189,684 139,368

自己株式

当期首残高 △11,749 △12,044

当期変動額

自己株式の取得 △294 △331

当期変動額合計 △294 △331

当期末残高 △12,044 △12,375

株主資本合計

当期首残高 1,399,441 1,658,540

当期変動額

新株の発行 － 1,000

剰余金の配当 － △44,523

新株式申込証拠金の払込 － 8,600

当期純利益又は当期純損失（△） 259,393 △5,792

自己株式の取得 △294 △331

当期変動額合計 259,099 △41,047

当期末残高 1,658,540 1,617,493
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年５月21日
至 平成24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

当期首残高 △867 △1,156

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△289 △137

当期変動額合計 △289 △137

当期末残高 △1,156 △1,293

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △867 △1,156

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△289 △137

当期変動額合計 △289 △137

当期末残高 △1,156 △1,293

純資産合計

当期首残高 1,398,574 1,657,384

当期変動額

新株の発行 － 1,000

剰余金の配当 － △44,523

新株式申込証拠金の払込 － 8,600

当期純利益又は当期純損失（△） 259,393 △5,792

自己株式の取得 △294 △331

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △289 △137

当期変動額合計 258,810 △41,185

当期末残高 1,657,384 1,616,199
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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22年５月21日
至 平成23年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年５月21日
至 平成24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又は税金等調整前当期
純損失（△）

328,442 △12

減価償却費 393,931 426,738

減損損失 － 670

のれん償却額 21,700 28,700

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） △42,513 676

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,388 △1,574

返品調整引当金の増減額（△は減少） 1,532 △1,258

移転関連費用引当金の増減額（△は減少） 67,809 △65,427

受取利息 △1,195 △1,003

支払利息 38,239 35,059

売上債権の増減額（△は増加） 554,013 89,177

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,101 7,727

立替金の増減額（△は増加） 22,355 1,536

仕入債務の増減額（△は減少） △310,873 354,541

未払金の増減額（△は減少） △35,561 55,183

受入保証金の増減額（△は減少） △56,000 △69,000

その他 △15,153 31,131

小計 1,091,024 892,865

利息の受取額 1,041 1,003

利息の支払額 △38,110 △35,010

法人税等の支払額 △6,010 △70,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,047,945 788,052

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 △49,045 △14,190

ソフトウエアの取得による支出 △265,240 △315,140

のれんの取得による支出 △60,000 －

投資有価証券の取得による支出 △1,310 △1,303

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 △17,151 △17,107

差入保証金の回収による収入 － 2,022

その他 △1,720 2,861

投資活動によるキャッシュ・フロー △389,228 △342,857

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 4,500,000 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △4,500,000 △3,000,000

長期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000

株式の発行による収入 － 1,000

新株式申込証拠金の払込による収入 － 8,600

自己株式の取得による支出 △294 △331

配当金の支払額 △5 △43,891

リース債務の返済による支出 △44,381 △71,181

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,681 △165,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 554,035 279,389

現金及び現金同等物の期首残高 1,994,500 2,548,536

現金及び現金同等物の期末残高 2,548,536 2,827,925
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該当事項はありません。 

  

 （セグメント情報等） 

当連結会計年度（自 平成23年５月21日 至 平成24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。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表に関する注記事項
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 １株当たり当期純利益金額又は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。 

 
（注）当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失であるため記載しておりません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年５月21日
至 平成24年５月20日)

１株当たり純資産額 74円45銭 １株当たり純資産額 72円16銭

１株当たり当期純利益 11円65銭 １株当たり当期純損失（△） △0円26銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

11円59銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、
１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成22年５月21日
至 平成23年５月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年５月21日
至 平成24年５月20日)

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）（千円）

259,393 △5,792

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又は当期純損失
（△）（千円）

259,393 △5,792

普通株式の期中平均株式数（千株） 22,262 22,264

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） 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

―――― ――――
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  当連結会計年度（自 平成23年５月21日 至 平成24年５月20日） 

  

当社は、平成24年４月27日開催の取締役会において、プラス株式会社による当社株式及び新株予約権に対

する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意見を表明するとともに、当社の株

主及び新株予約権者の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしました。 

  本公開買付けの結果、プラス株式会社は、平成24年６月20日（決済日）に当社の議決権21,095個を保有す

ることとなりました。 

  当社は、本公開買付け後、以下の手続きを実施する予定であり、これに伴い当社株式は上場廃止になる予

定であります。 

（１） 当社は、平成24年８月に開催予定の当社の臨時株主総会及び当社の普通株式を有する株主を構成員

とする種類株主総会において、①当社において普通株式とは別個の種類の株式を発行できる旨の定款一部変

更を行うこと、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付す旨の定款一部変更を行うこと、及び

③全部取得条項が付された当社の普通株式の全部を取得し、当該取得と引換えに別個の種類の当社株式を交

付すること等を付議する予定であります。 

（２） （１）の各手続きが実行された場合、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付された上

で、その全てが当社に取得されることとなり、当社の株主には当該取得の対価として別個の種類の当社の株

式が交付される予定であります。その際、交付されるべき当該当社の株式の数が１株に満たない端数となる

株主に対しては、法令の定める手続に従い、当該端数の合計数に相当する当該当社の株式を売却すること等

によって得られる金銭が交付される予定であります。 

  

  

（重要な後発事象）

（当社の非公開化及び今後の事業再編計画）
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