
 

事 業 報 告 

（平成２２年５月２１日から平成２３年５月２０日まで） 

 

１．企業集団の現況 

（１）当事業年度の事業の状況 

①事業の経過及び成果 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府の景気刺激策やアジア・新興国需要により景

気の回復が見られたものの、円高・デフレ状態の継続と平成 23 年３月の東日本大震災の影響

により先行き不安な状況で推移しております。 

このような情勢のもと、当社グループではベトナム第２工場が本格稼動を開始し、ヨーロッ

パの拠点として PLUS Europe GmbH（プラスヨーロッパ）を立ち上げました。また、営業、生産、

調達等ノウハウの融合・共有を目的とし、プラススペースデザイン㈱を当社に合併（平成 22

年９月）いたしました。これらにより、お客様との接点を拡大し、市場が望む製品開発、販売

提案力の強化を図り、企業構造と収益の改善とともに、有利子負債の削減を積極的に実施し、

コストダウンに取り組みました。 

オフィス家具の分野においては、「高品質・低価格・グッドデザイン」のフリーアドレスデ

スクシリーズ『STAGEO FREE（ステージオフリー）』をリニューアルし、加えて、教育市

場向け製品群を強化、教育施設用家具『E5 シリーズ』８種を発売いたしました。また、企業

にとどまらずホテル、福祉施設などへの特注家具の設計製作に携わり「住空間家具」を視野に

活動を続けております。 

文具・事務用品の分野においては、ご好評いただいている個人情報保護スタンプ『ケシポン』

が米国 TV 通販で人気アイテムとなり売上を大きく伸ばしました。また、環境に配慮した針を

使わないホッチキスとして６枚綴じられる『ペーパークリンチ』、携帯に便利で、すばやくイ

ンクを吸収するテープを採用したノック式ペン型修正テープ『ホワイパーラッシュ』、ノート

や手帳を思いのままに楽しくデコレーションする『デコラッシュ』などを発売し、多くの層か

ら支持を得ることができました。更に、引き続き内外でコスト競争力を高めるプライベートブ

ランド製品を積極的に開発してまいりました。 

電子光学機器の分野においては、シートの軽量化、設置場所を選ばず簡単設置が出来る『Ｕ

ＰＩＣ（ユーピック） Ｆシリーズ』、パソコン画面やディスプレイ等に投影表示した資料に

手元で書き込みなどの操作が容易にできるワイヤレスのノート型パッド『ＵＰＩＣ Ｎｏｔｅ

ｐａｄ（ユーピック ノートパッド）』を発売しました。主力製品であるコピーボードの販売

台数は前年比二桁台の伸長となりました。 

また、流通サービスの分野においても、引き続き営業力アップセミナーや顧客提案ツールの

提供により、販売店との関係を強化し、お客様へクオリティの高い提案を目指してまいりまし

た。なお、当社のコールセンターでは、社団法人企業情報化協会が主催する平成２２年度「優

秀コンタクトセンター表彰制度」（※1）において「優秀賞」を受賞いたしております。 



以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高103,213百万円（前年同期比1.6％

増）、営業利益 1,799 百万円（※２）（前年同期比 35.4％増）、経常利益 1,449 百万円（前年同

期比 22.5％減）、当期純利益 588 百万円（前年同期比 34.9％増）となりました。  

 

なお、当社は、関係会社株式評価損（持分法適用関連会社アスクル㈱株式の時価の下落によ

るもの）を多額に計上いたしました。誠に遺憾ではございますが、財務体質の一層の強化を図

るため、当期末の配当金につきましては無配とさせていただきたく、何卒ご了承のほどお願い

申し上げます。 

   

（オフィス関連事業） 

ユニークな商品やサービスの開発に努め収益の改善を図るとともに、引き続きコストダウン

に取り組んでまいりました。 

その結果、売上高 87,131 百万円（前年同期比 3.2％増）、営業利益 2,536 百万円（※２）（前

年同期比 39.6％増）となりました。 

（ソリューション事業）  

物流と購買機能の複合的な組合せによる３ＰＰＬ（※３）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。 

その結果、売上高 15,926 百万円（前年同期比 6.3％減）、営業利益 242 百万円（※２）（前年

同期比 23.7％減）となりました。 

（その他事業）（※４） 

売上高 149 百万円（前年同期比 6.6％減）、営業損失 0 百万円（※２）（前年同期は営業損失

28 百万円）となりました。 

 

なお、通販事業につきましては、持分法適用関連会社でありますアスクル㈱等が行っている

ため、当該事業の記載をしておりません。 

 

（※１）社団法人 企業情報化協会が主催し、コンタクトセンター業務で優れた成果を上げた

と認められる企業・団体を“Best Contact Center of The Year”として顕彰する表

彰制度 

（※２）連結計算書類における営業利益（1,799 百万円）と各事業における営業損益の合計額

（2,778 百万円）との差額△979 百万円は、事業間において発生した営業損益及び当

社の間接部門等、各事業に含まれない営業損益の合計額であります。 

（※３）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）企業やサプライヤーの間で、購買から物流のワンストップのサービス

のアウトソースを請負う事業形態 

（※４）当連結会計年度より、事業区分の一部を変更しております。前年同期との比較にあた

っては、前連結会計年度分を変更後の区分に組み替えて行っております。 



②設備投資の状況 

当連結会計年度中において実施した設備投資の総額は、1,260 百万円であり、主なものは

次のとおりであります。 

  ・ビズネット㈱ ３ＰＰＬサービスメニューの開発及び基盤整備 

  ・PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO.,LTD. 「ビエンホア工場」生産設備 

   ・プラス㈱ 文具・オフィス家具金型 

③資金調達の状況 

該当事項はありません。 

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況 

該当事項はありません。 

⑤他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はありません。 

⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

当社は、平成 22 年９月 21 日に当社の連結子会社であるプラススペースデザイン㈱を吸収

合併いたしました。 

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況 

該当事項はありません。 

  

（２）直前３事業年度の財産及び損益の状況 

区      分 
（第 12 期） 

平成 20 年５月期

（第 13 期） 

平成 21 年５月期

（第 14 期） 

平成 22 年５月期 

（第 15 期） 

平成 23 年５月期

（当連結会計年度）

売上高      （百万円） 288,245         246,731  (注 3) 101,576 103,213 

経常利益     （百万円）  9,430           4,413  (注 3)  1,869 1,449 

当期純利益    （百万円） 1,350           1,328            436 588 

１株当たりの当期純利益 （円） 187,285.16 (注 1)   184.32           60.57 81.68 

総資産      （百万円） 144,240 (注 2)   69,304         63,397 62,339 

純資産      （百万円） 26,797 (注 2)    9,825         10,248 10,690 

１株当たりの純資産額   （円） 1,110,005.96 (注 1) 1,256.39       1,311.57 1,356.23 

（注）１．当社は、平成 21 年４月 10 日付で、普通株式１株を 1,000 株の割合で分割いたしまし

た。第 13 期の１株当たりの当期純利益及び１株当たりの純資産額は、期首に分割が

行われたものとして計算しております。 

２．第 13 期第４四半期連結会計期間よりアスクル㈱が連結子会社から持分法適用関連会

社へと異動したこともあり、第 13 期の総資産及び純資産は、前連結会計年度と比較

し大きく変動しております。 

３．第 13 期第４四半期連結会計期間よりアスクル㈱が連結子会社から持分法適用関連会

社へと異動したこともあり、第 14 期の売上高及び経常利益は、前連結会計年度と比

較し大きく変動しております。 



（３）重要な親会社及び子会社の状況 

①親会社との関係 

当社の親会社は㈱アイアンドアイであり、同社は当社の株式を 3,987,000 株（議決権比率

55.4％）保有いたしております。 

当社と親会社との間に取引はありません。 

②重要な子会社の状況 

会 社 名 
資本金 

（百万円）

当社の議決権 

比率(%) 
（注) 

主な事業内容 

ビズネット㈱ 1,197

50.3 

（5.9） 
[16.1] 

大中規模事業所対象のオフィス生活

用品調達代行サービス 

プラスロジスティクス㈱ 100 100.0 
文具・オフィス家具等の配送、施工、

保管 

PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO.,LTD. US$2,300千  100.0 文具・事務用品の製造 

プラスカーゴサービス㈱ 10

99.0 

（99.0） 

 [1.0]  

貨物等の収集運搬、配送、倉庫業 

（注）当社の議決権比率の（ ）内は、間接持株比率で内数、[ ]は、緊密な者又は同意してい

る者の持株比率で外数であります。 

 

（４）対処すべき課題 

今後の日本経済の見通しといたしましては、欧米景気の先行き不安による円高やデフレ状態の継

続、原発事故に伴う電力供給不足など景気回復には厳しい状況が続くと思われます。 

このような経済環境の中、当社グループといたしましては、収益力の強化、有利子負債の削減、

リスクマネージメントの強化を図りつつ、更なる海外マーケットへの進出によるグローバリゼーシ

ョンを目指し、グループ運営の効率化と収益力の一層の向上を図っていく所存であります。 

お客様にとって価値のある、更にお客様に感動していただける製品とサービスを継続的に創造し、

共に成長を続ける企業グループとして今後も引き続き努力してまいります。 

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 



（５）主要な事業内容 （平成 23 年５月 20 日現在） 

事 業 内 容 主  要  製  品 

オフィス関連 

オフィス家具、文具・事務用品、オフィス機器、電子光学機器、光学

応用機器、電化製品・電化消耗品、ＯＡ・ＰＣ用品、教育機器、生活

用品、福祉施設用什器、梱包資材、物流サービス、内装工事、印刷、

その他 

ソリューション 
文具・事務用品、オフィス機器、電化製品・電化消耗品、ＯＡ・ＰＣ

用品、生活用品、情報処理サービス、その他 

 

（６）主要な営業所及び工場 （平成 23 年５月 20 日現在） 

①当社 

本 社 

支       店 
 
 
 
 
 
前   橋   工   場 

東京都港区 

札幌（北海道）       仙台（宮城県） 
群馬（群馬県）     埼玉（埼玉県） 
東京（東京都）    稲城（東京都） 
東海（神奈川県）   名古屋（愛知県）
大阪（大阪府）    中四国（広島県）
九州（福岡県） 

群馬県前橋市 

②子会社 

ビズネット㈱ 本社：東京都千代田区 

プラスロジスティクス㈱ 本社：東京都豊島区 

PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO.,LTD. 本社・工場：DONG NAI PROVINCE, VIETNAM 

プラスカーゴサービス㈱ 本社：大阪府大阪市西淀川区 

 

（７）使用人の状況（平成 23 年５月 20 日現在） 

  ①企業集団の使用人の状況 

使用人数 前連結会計年度末比増減 

     3,789 名  59 名増  

（注）使用人数は就業員数であり、臨時使用人（期中平均雇用人数 434 名）は 

含まれておりません。 

②当社の使用人の状況 

使用人数 
前事業年度末比 

増減 
平均年齢 平均勤続 

年   数 
1,097 名  23 名増  43.6 歳   10.7 年 

（注）使用人数は就業員数であり、臨時使用人（期中平均雇用人数 77 名）は 

含まれておりません。 

 

 

 



（８）主要な借入先の状況 （平成 23 年５月 20 日現在） 

借入先の名称 借入額 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱群馬銀行 

㈱静岡銀行 

3,579 百万円 

3,200 百万円 

2,393 百万円 

2,177 百万円 

1,050 百万円 

 

（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項 

 該当事項はありません。 

 

２．会社の現況 

（１）株式の状況 （平成 23 年５月 20 日現在） 

①発行可能株式総数         100,000,000 株 

②発行済株式の総数          8,562,300 株 

③株主数                                    39 名 

④大株主（上位 10 名） 

株主名 
所有株式数

（千株） 

持株比率 

（％） 

㈱アイアンドアイ 

プラス技研㈱ 

今泉 忠久 

今泉 英久 

今泉 壮平 

㈱群馬銀行 

鈴木 俊一 

鈴木 貴之 

㈱みずほコーポレート銀行 

多賀谷 恒八 

3,987 

1,351 

881 

881 

790

98

95

95

50

34

  46.6 

15.8

10.3

10.3

9.2

1.1 

1.1 

 1.1

0.6

0.4

（注）持株比率は自己株式（864 株）を控除して計算しております。 

     

（２）新株予約権等の状況 

該当事項はありません。 

 

 

 



（３）会社役員の状況 

  ①取締役及び監査役の状況 （平成 23 年５月 20 日現在） 

地位 氏名 担当 重要な兼職状況 

代表取締役会長 今泉 嘉久  ㈱アイアンドアイ代

表取締役社長、プラ

ス技研㈱代表取締役

社長 

代表取締役社長 今泉 公二  ㈱永谷園社外監査役 

常 務 取 締 役 前田 恵一郎 ジョインテックスカンパニー 

カンパニープレジデント 

 

常 務 取 締 役 秋山 俊介 ファニチャーカンパニー 

カンパニープレジデント 
 

取  締  役 江藤 敏行 コーポレート本部副本部長  

取  締  役 今泉 三千夫  プラスロジスティク

ス㈱代表取締役社

長、プラスカーゴサ

ービス㈱代表取締役 

取  締  役 浅野 紀美夫 ジョインテックスカンパニー 

マネージングディレクター 

マーケティング本部本部長 

 

取  締  役 新宅 栄治 ステーショナリーカンパニー 

カンパニープレジデント 

PLUS1VIETNAM1INDUST

RIAL CO.,LTD．取締役

取  締  役 岡崎 潤 コーポレート本部本部長  

常 勤 監 査 役 武藤 三郎   

②取締役及び監査役の報酬等の総額 

区分 支給人員 支給額 

取 締 役  12 名 234 百万円 

監 査 役  ４ 名 14 百万円 

合   計  16 名 249 百万円 

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務役員(４名)に対する使用人給与相当額(40 百万円) 

は含まれておりません。 

    ２．取締役の支給額には、当該事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額（12 名：19 百

万円）が含まれております。 

３．監査役の支給額には、当該事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額（１名：１百万

円）が含まれております。 

 

 



（４）会計監査人の状況 

  ①名称      有限責任 あずさ監査法人 

  ②報酬等の額 

イ．当社の会計監査人としての報酬等の額              21 百万円 

ロ．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額    

                         56 百万円 

  ③会計監査人が行った非監査業務（公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務）の内容 

    該当はありません。 

  ④会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

    会計監査人の職務上の義務違反、職務怠慢、あるいは会計監査人としてふさわしくない非

行等が認められた場合、当社は会計監査人を解任する方針です。 

    また、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況などを勘案し、監査役と連携をと

りつつ、再任・不再任の決定を行う方針です。 

 

３．業務の適正を確保するための体制 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他の業務適正

を確保するための体制は以下のとおりです。 

（１）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

①取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ）、その他の重

要な情報を文書管理規程等の社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存しか

つ管理する。 

   ・株主総会議事録と関連資料 

・取締役会議事録と関連資料 

・経営会議（コーポレート会議）議事録と関連資料 

②取締役は、情報セキュリティーポリシーに従い、情報を重要な資産と認識し、情報資産を適

切に管理・保護する。 

③取締役及び監査役は、必要に応じて前項の情報を閲覧することができる。 

 

（２）損失の危険に関する規程その他の体制 

①取締役は「今後発生するであろう損害・損失を 小限のコストで効果的に防御する事前手法」

としてリスクマネジメントを定義し、リスクマネジメント推進委員会がこれを担当する。一

方、「予想外の、あるいは予想を超えた問題事案の拡大防止や、それに伴う風評被害、ブラ

ンド劣化から発生する損害・損失の極小化による利益確保のための事後対処」として危機管

理を定義し、危機管理室がこれを対応する。 

②取締役は消費生活用製品安全法のガイドラインに則り、消費者重視と安全・安心な商品の提

供に関する品質保証ポリシーを定めると共に、統括する体制として、品質保証室を設置して

いる。 

 



（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会

及び経営会議（コーポレート会議）を定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する

ものとし、その審議を経て執行決定を行うものとする。 

 

（４）取締役及び使用人の職務の執行が法令･定款に適合することを確保するための体制 

①取締役及び使用人は「ＰＬＵＳ Ｃｏｎｃｅｐｔ」と「コンプライアンス・ポリシー」に従い、法

を遵守しつつ、高い倫理観をもって行動する。 

②取締役会を頂点に社長、リスクマネジメント推進委員会・監査部等がそれぞれの権限と責任

において、コンプライアンスに関する様々な事項の決定や遵守状況の監査及び改善指示を行う。 

③取締役は財務報告の信頼性を確保する為の体制として「財務報告に係る内部統制取組方針」

を制定し、これに基づき内部統制システムの構築を行い、その評価結果を取締役会に報告す

る。 

④公益通報規程を制定し、これに基づきコンプライアンス上疑義ある行為等が発生した場合の

通報窓口（ブライト・コール）を設置し、公益通報制度の公正かつ持続的な運営を図る。 

 

（５）株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団に於ける業務の適正を確保するため

の体制 

①「ＰＬＵＳ Ｃｏｎｃｅｐｔ」と「コンプライアンス・ポリシー」はプラスグループ共通であり、

グループ一体として法を遵守しつつ高い倫理観をもって行動する。 

②代表取締役、業務執行を担当する取締役、カンパニー長及びグループ各社の社長は、それぞ

れの業務執行の適正を確保する内部統制システムの構築に努める。これには、プラス代表取

締役は、グループ各社が適切な内部統制システムの構築を行うように指導することを含む。 

③当社及び当社の子会社の役職員の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、

子会社に対してもリスクマネジメント推進責任者及び担当者の選任を求め、子会社と共同し

てプラスグループのリスクマネジメントを実施する。 

④監査部は、グループにおける内部監査を計画的に実施し、グループの業務全般にわたる内部

統制の整備及び運用状況を検討、評価し、その改善を促す。 

 

（６）監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制 

 並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、これを置くこととする。

当該使用人の人事及び人事処遇等については、取締役会と監査役が事前に協議の上決定する。 

 

（７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

①監査役は取締役会、経営会議（コーポレート会議）その他の重要な会議に出席し、取締役等

からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。 

 

 



②取締役及び使用人は次に定める事項を速やかに監査役に報告する。 

・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項 

・毎月の経営状況として重要な事項 

・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令･定款違反 

・公益通報があった場合、その内容 

・その他コンプライアンス上重要な事項 

 

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役は自らの判断により、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴取するとともに意

見交換を行い、必要に応じて監査法人の監査に立会い、また監査業務を執行した公認会計士

と協議の場を持つなどして、監査法人と相互の連携を高める。 

②監査役は独自に意見形成するため、監査の実施にあたり必要に応じて外部法律事務所や外部

のアドバイザリースタッフの活用ができる。 

③監査役は取締役及び重要な使用人からのヒアリングを実施すると共に当社の代表取締役並び

に子会社の社長や幹部とも定期的に意見交換を実施することとする。 


