
 

事 業 報 告 

（平成２５年５月２１日から平成２５年１２月３１日まで） 

 

１．企業集団の現況 

（１）当事業年度の事業の状況 

①事業の経過および成果 

当連結会計年度（平成 25 年５月 21 日から平成 25 年 12 月 31 日まで）におけるわが国の経

済は経済対策および金融政策等を背景に円安・株高が進行し、景況感は回復しつつあるものの、

実体経済への波及には至らず、急激な円安に伴う輸入価格の上昇や海外景気の下振れ懸念等の

リスクが存在することから、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

このような情勢のもと、当社グループでは、積極的な海外市場開拓や高付加価値でユ

ニークな製品開発、ワークスタイルの変革をビジネス化するなどの市場創造、大型

設備投資や低コスト設計による生産力の向上とグループ全体の事業構造改革・経費

コントロールや、業務・インフラの高度化を推進してまいりました。また、繁忙期

直後の決算を回避するとともに、海外子会社と決算期を統一して経営管理の効率化を図るため、

国内子会社も含め、決算期を 12月期に統一いたしました。 

オフィス家具の分野においては、「アトリエ＆カフェ」をテーマとする東京オフィス（市ヶ

谷）を 10 月に開設しました。このオフィスはオフィス家具の実験・検証を積み重ねて製品を

生み出していく工房＝「アトリエ」として機能し、さらに「カフェ」のインテリアを随所に採

り入れたリラックスできる空間を目指したものです。さまざまな試みを採り入れたオフィスで

の自らの体験を、お客様の思いをかたちにするために役立てていきます。製品開発にも引き続

き注力し、オフィスシーンを構築する万能デスク『pixta（ピクスタ）』、「口」の字型のス

チール脚が軽快なオフィスレイアウトを生むデスク『SQ（エスキュー）』、シームレスなデザ

インで豊富なバリエーションを揃えた収納庫『L6（エルロク）』などを製品化いたしました。

また、生産拠点としての前橋工場に、最先端の粉体塗装設備および太陽光発電装置を設置し、

環境対応型ファクトリーとしての体制を整えました。 

文具・事務用品の分野においては、ご好評いただいている新開発のカーブ刃を採用して切れ

味を当社従来品比約３倍（※１）に高めた新機構のはさみ『フィットカットカーブ』に、ベタつ

かない３D 設計刃（※２）と耐久性の高いチタンコーティング刃を使用した『フィットカットカ

ーブプレミアムチタン』を新たに追加し、シリーズの更なる拡充を図っております。また、デ

コレーションテープ『デコラッシュ』は新柄を継続的に投入するとともに、『ストーリーパッ

ク』『アトリエデコラッシュ』といった新アイテムを追加することにより引き続きご好評をい

ただき、特注柄でのＯＥＭ供給も増加し大きな支持をいただいております。加えて、ころがす

だけの簡単デコレーションスタンプ『イロドリデコルノ』も投入しデコレーション分野の拡充

を図っております。これら特徴のある製品は国内のみならず広く海外での拡販にも注力してお

ります。 



   電子光学機器の分野においては、ネットワーク対応コピーボードをリニューアルした『N-21』

『N-214』『C-21』をリリースしました。この３機種にはオフィスの複合機（BMLinkS対応機）

からのプリント出力や本体メモリ保存データの自動削除などの機能を搭載しました。また小

型・縦型コピーボード『ネットワークフリップチャート NF-20シリーズ』や板書データの無線

転送オプションなど、ネットワーク保存の活用を進める新製品の投入を進めております。 

流通サービスの分野においては、販売店の競争力強化に引き続き取り組んでまいりました。 

前期より開始した「営業改革プロジェクト」には 14 社 370 名の方にご参加いただき、業務改

善による営業力の向上を体感していただきました。加えて、販売店向けの業務支援システムや

入札対応の効率化支援のシステム開発を進め、更なる競争力強化の準備を進めてまいりました。

また、サービスビジネスのメニュー開発・拡充を継続しており、『翻訳サービス』『セールス

プロモーションサービス』等の提供によりお客様への「ワンストップ提案力」を強化してまい

りました。家具の販売においては、施工管理技士などの国家資格を取得した社員が販売店向け

に「内装工事管理セミナー」を実施するなど、販売店のスキル向上による工事分野への業務拡

大と情報提供による競争力強化施策も継続してまいりました。 

 

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 70,980 百万円（※３）、営業損

失 1,744百万円（※３）（※４）、経常損失 1,243 百万円（※３）、当期純損失 1,367百万円（※３）

となりました。 

 

（オフィス関連事業） 

さらなる成長化のため、各分野にてユニークネスを極めるべく様々な取組みをしてまいりま

したが、円安による仕入価額高騰の影響等もあり、売上高 62,933百万円（※３）、営業損失 740

百万円（※３）（※４）となりました。 

（ソリューション事業）  

企業の業務効率化という付加価値サービスを提供し、企業の経営課題や経営効率の改善を実

現するソリューション･プロバイダーとなることを目指し､３ＰＰＬ（※５）によるサービス事業

への加重を高めるとともに物販とのハイブリット経営に注力すべく、様々な施策に取組んでま

いりましたが、その効果は十分に発揮するまでに至らず、売上高 8,044百万円（※３）、営業損

失 329百万円（※３）（※４）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株式会社等が行っ

ているため、当該事業の記載をしておりません。 

 

（※１）当社従来品比実験データによる。 

（※２）刃に施した立体的な曲面加工により、２枚の刃の接する面積を極限まで減少し、従来

品の約 100倍（当社比）の非粘着性を実現しました。 

（※３）当連結会計年度は決算期変更により５月 21 日から 12 月 31 日までの変則期間となる

ため、業績に関する前期比増減のご説明を省略させていただきます。 



（※４）連結計算書類における営業損失（1,744 百万円）と各事業における営業損益の合計額

（△1,069 百万円）との差額△675 百万円は、事業間において発生した営業損益およ

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。 

（※５）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 

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、2,123百万円であります。 

その主なものは、当社前橋工場の紛体塗装設備および太陽光発電装置の設置、ならびに東

京オフィス（市ヶ谷）開設であります。 

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 

該当事項はありません。 

 
 

（２）直前３事業年度の財産および損益の状況   

区      分 
（第 15期） 

平成 23年５月期 

（第 16期） 

平成 24年５月期 

（第 17期） 

平成 25年５月期 

（第 18期） 

(注)2 

平成 25年 12月期 

（当連結会計年度） 

売上高 （百万円） 103,213 109,727 117,965 70,980 

経 常 利 益 又 は 

経常損失（△）        
（百万円） 1,449 4,098 3,656 △1,243 

当期純利益又は

当期純損失（△）   
（百万円）  588  (注)1  8,287 3,617 △1,367 

１株当たり当期純

利益又は当期純損

失（△） 

（円） 81.68       1,149.49       501.75       △189.62 

総資産 （百万円） 62,339         71,267 75,770 79,365 

純資産 （百万円） 10,690 18,997 22,313 21,181 

１株当たり純資産額 （円） 1,356.23 2,509.87 3,079.89 2,921.46 

（注）１．アスクル株式会社における第三者割当による新株式の発行により、特別利益に多額の

持分変動利益を計上したため、第 16 期の当期純利益は、前連結会計年度と比較し大

きく増加しております。 



２．第 18期は、決算期の変更に伴い、平成 25年５月 21日から平成 25年 12月 31日まで

の７ヶ月 11 日決算となっております。 

 
 

（３）重要な親会社および子会社の状況 

①親会社との関係 

当社の親会社は株式会社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㈱ 1,204 100.0 
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. 
米ドル 

10,100千 
 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 

ＮＳＫ㈱ 100 

99.8 

（99.8） 

[0.2] 

建築、建設設備、情報通信設備のコ

ンサルテーション・設計・施工 

（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、景況感は回復しつつあるものの、国内市場にお

ける消費税増税に伴う需要の変動や、為替変動、輸入原材料費の高騰などにより、設備投資マ

インドは依然として慎重であり、不透明な経営環境が継続すると推測されます。 

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高品質でデザイン性の高い製

品開発と一層の海外・国内市場創造等により、為替や物価変動に左右されない収益

力を持った創造型ビジネス企業を目指していく所存であります。 

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 25年 12月 31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、

情報通信設備の設計・施工、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）主要な営業所および工場 （平成 25年 12月 31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） 
神奈川（神奈川県）  名古屋（愛知県） 
大阪（大阪府）    広島（広島県） 
福岡（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：東京都豊島区 

ＮＳＫ㈱ 本社：東京都千代田区 

 

 

（７）使用人の状況（平成 25年 12月 31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 

     4,870 名  185名減  

（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 383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 
1,183名  30名増  44.3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 103名）は 

含まれておりません。 

 



（８）主要な借入先の状況 （平成 25年 12月 31日現在） 

借入先の名称 借入額 

㈱みずほ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱群馬銀行 

㈱静岡銀行 

3,477百万円 

3,061百万円 

2,669百万円 

1,992百万円 

1,580百万円 

 

 

（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 25年 12月 31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                                   37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取締役および監査役の状況 （平成 25年 12 月 31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  アスクル㈱社外取締役 

㈱永谷園社外監査役 

常 務 取 締 役 浅野 紀美夫 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 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 

PLUS VIETNAM INDUSTRIAL 

CO.,LTD. Chairman 

台湾普楽士股份有限公司

董事長 

常 務 取 締 役 岡崎 潤 コーポレート本部本部長 ビズネット㈱取締役 

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 北尾 知道 ファニチャーカンパニー 

カンパニープレジデント 

 

常 勤 監 査 役 江藤 敏行  プラスロジスティクス㈱

監査役、㈱アイアンドア

イ監査役 

常 勤 監 査 役 前田 恵一郎   

②取締役および監査役の報酬等の総額 

区分 支給人員 支給額 

取 締 役 7 名  132 百万円  

監 査 役 2 名  18 百万円  

合   計 9 名  151 百万円  

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務役員(１名)に対する使用人給与相当額(６百万円) 

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（７名：10百

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（２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              19 百万円 

ロ．当社およ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 

                         30 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およ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およ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取締役および監査役は、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・損失を最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ともに、各事業部横断の品質保証管理を統括する体

制の構築を図る。 



（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

および経営会議（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）取締役およ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取締役および使用人は「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、コンプライアンス委員会、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および改善指示を行う。 

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コンプライアンス・ヘルプライン規程を制定し、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（コンプライアンス・ヘルプライン）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）株式会社ならびにその親会社およ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、カンパニー長およ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

取締役が、グループ各社に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当社および当社の子会社の役職員の業務の執行が法令およ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およ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

統制の整備および運用状況を検討、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 

なら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。

当該使用人の人事およ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）取締役およ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取締役およ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 

・内部監査状況およ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監査役は取締役および重要な使用人からのヒアリングを実施するとともに当社の代表取締役

なら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。 

 

 

 


