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平成18年6月期 中間決算短信（連結）   

平成18年２月17日 

上場会社名 ワールド・ロジ株式会社 上場取引所 
 

大阪証券取引所 
ヘラクレス市場 

コード番号 9378 本社所在都道府県 大阪府 
 

(URL http://www.world-logi.co.jp/) 
 
代   表   者 役職名 代表取締役 氏名 上井 健次 
問合せ先責任者 役職名 管理本部総務グループ 部長  氏名 勝田 晃範 
  TEL (０６)６５６９－６３３３  
 
決算取締役会開催日 平成18年２月17日 
 
米国会計基準採用の有無  有・無   
 
1.平成18年６月中間期の連結業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日） 
 (1) 連結経営成績             (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 17年12月中間期 9,104 ( 29.5) 207 (△45.9) 188 (△39.8) 

 16年12月中間期 7,031 ( ― ) 383 ( ― ) 313 ( ― ) 

17年６月期 16,445  818  737  

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益
 百万円 ％ 円 銭 円 銭

 17年12月中間期 61 (△57.6) 1,131 44 1,107 60 

 16年12月中間期 145 ( ― ) 3,345 95 3,177 55 

17年６月期 387  8,187 69 7,798 83 
 
(注) ① 持分法投資損益 17年12月中間期 －百万円 16年12月中間期 －百万円 17年6月期 －百万円

 ② 期中平均株式数(連結) 17年12月中間期 54,454株 16年12月中間期 43,389株 17年6月期 47,291株

 ③ 会計処理の方法の変更 有・無  

 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
 (2) 連結財政状態             (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

 17年12月中間期 21,774 6,764 31.1 113,839 63 

 16年12月中間期 10,335 4,232 40.9 82,570 61 

17年６月期 14,963 4,504 30.1 87,802 88 
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 17年12月中間期 59,421株 16年12月中間期 51,259株 17年６月期 51,259株

 
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況     (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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

 17年12月中間期 69 568 186 5,009 

 16年12月中間期 204 △26 1,814 5,179 

 17年６月期 △416 △2,241 3,647 4,179 

 
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 16社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―社
 
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規) ７社 (除外) １社 持分法(新規) ―社 (除外) ―社
 
2.平成18年６月期の連結業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日） 
 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 25,000 900 470 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）8,662円15銭 
  ※  業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
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1. 企業集団の状況 

当社グループは、当社を合わせ16社で構成されており、それぞれサード・パーティ・ロジスティク

ス事業（以下、「３PL事業」という）、人材アウトソーシング事業、システムコンサルティング事業、

納品代行事業及びその他事業に分類されております。企業集団の状況を事業系統図で示すと以下のと

おりであります。 
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2. 経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は３PL事業を中心とした「ロジスティクス・ソリューション・プロバイダー」としてコンサ

ルティングサービスをはじめ、物流管理サービス事業、人材アウトソーシング事業を核とした総合

的なロジスティクスソリューションをワンストップで提供してまいります。 

当社といたしましては、今後もクライアントに対し物流改善改革を核とした中立的且つ全体最適

なサービスの提供を目的としM&Aや資本提携及び業務提携によるグループの拡大、サービスの充実を

積極的に図っていく所存であります。 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに業績に応じて

配当を行うことを基本方針としております。平成18年６月期中間配当につきましては、無配とさせ

ていただきます。 

(3) 目標とする経営指標 

当社は、企業規模等の観点から成長途上の段階であると認識しており、売上高と利益額をいかに

拡大させるかが当面の課題であると考えております。従いまして、売上高と利益の成長率を当面重

視すべき経営指標としてまいります。 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、所謂物流を核とした流通シーンのソリューションモデルをワンストップで提供する流通

サポート企業として顧客第一主義の下、総力を挙げて取り組んでまいります。 

当社は今後の、日本経済の変革を踏まえ、新しい物流・流通のあり方を模索しております。団塊

の世代のリタイアに代表される少子高齢化、通信技術の革命的な発展、企業間物流の合理化、個人

情報やセキュリティへの関心、郵政民営化など、物流・流通事業者の責任と変革への期待は今後も

高まってくると考えております。 

そこで当社は、成長に向けた事業の方向性として「物流のプロデューサー」としてトータルな流

通サポートカンパニーを目指し、既存の基幹事業である３PL事業や人材アウトソーシング事業はも

とより、コンサルティング、金融や資材調達などの周辺サポート、アセットマネジメントやファン

ドなどによる企業のリストラクチャリングニーズをワンストップでソリューション提供できるよう

機能の拡大と充実を目指します。 

新しく加わった㈱南王を中心とした百貨店納品代行サービスと当社3PLノウハウを融合した新サー

ビスの開発、㈱スリークによるICタグの研究開発も行っております。またオフィスビルやマンショ

ン等のセキュリティ強化を踏まえ、物流・流通事業者として何ができるのかを模索し、協力会社と

の研究開発に取り組んでまいります。 

そのためには、今後もなお一層のM&Aや業務提携及び資本提携を中心とした機能の充実と人材の確

保並びに教育による組織の強化を図ってまいります。 

これらの課題に取組むことで、企業価値を高めるとともに、環境問題への配慮、地域社会への貢

献も念頭においてまいります。 

(5) 会社の対処すべき課題 

今後の見通しといたしましては、景気に若干の明るさは見えてきているものの、先行きの不透明

感はぬぐいきれず、引続き厳しい状況が続くものと思われます。また、企業の勝ち組、負け組がは

っきり分かれてきており、収益力が回復した企業であっても、変革への継続的な対応が迫られてお
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ります。そのような環境化において物流・流通業界の統廃合、再編がさらに加速されると予測され

ます。当社は物流・流通ソリューションをワンストップで提供する流通サポート企業を目指し、企

業再生コンサルティングを含めたコンサルティングの強化、更なる物流システムの開発とオペレー

ションの効率的な運営をサポートすることはもとより、物流業界統廃合に向け、品質の高いサービ

スを提供する輸配送ネットワークの実現、適切な人員と人材を供給する人材アウトソーシング事業、

物流周辺事業の強化、センター設計からシステム構築、金融事業にいたるまでの幅広いサービスメ

ニューを持つことが急務であると考えております。また平成17年8月に子会社化した㈱南王の百貨店

納品代行事業、㈱友栄産業の飲食事業のサプライチェーンマネジメント（SCMサービス）など当社が

新規で参入する事業につきましても機能の拡大と事業の推進を行ってまいります。これらを踏まえ、

優秀な人材の確保、パートナー企業との関係強化を行ってまいります。 

今後も積極的にM&Aや資本提携および業務提携による企業の拡大を推進していくためには内部管理

体制の充実を図り、安定収益の確保を行う所存であります。 

これらを踏まえ、各セグメントの課題は以下のとおりであります。 

 

〔３PL事業〕 

 当該事業では、ロジスティクス・コンサルティングサービス事業にて提案した物流システムを実

行し、顧客に最適なセンター用地の選定、センター設計・建築、センター運営管理、輸配送管理等

のビジネスサービスをワンストップで提供することを主たる事業としております。 

顧客へ効率的なサービス提供を行うためには、情報システム、オペレーション管理体制、輸配送

ネットワークの強化が急務となります。加えてM&Aや資本提携及び業務提携を含めた機能強化を行っ

てまいります。今後は当社が培ってきたノウハウを生かし東名阪輸配送ネットワークのハブ機能を

持った業態専用の流通センターの構築を行ってまいります。 

 加えてオーダーメイド型の流通設計のみならず、中堅通販業態クライアント向けの流通パッケー

ジの商品化を推進してまいります。 

 

〔人材アウトソーシング事業〕 

 当該事業では、顧客への人材派遣ならびに製造の現場を含めた軽作業請負を主な事業としており

ます。 

人件費の固定費化は企業業績に著しい影響を与えるものとして、アウトソーシング化がますます進

むと考えております。顧客への品質の高いサービスの提供を行うために、人材の募集・採用・教育

を強化してまいります。 

 今回、㈱エデックと㈲トータル人事を子会社化し、製造請負と営業エリアの拡大を行うこととな

りました。 

 今後は東名阪における基盤の強化を図り当社業容拡大に合わせ適時に人材を供給できる体制構築

が急務と考えております。また、M&A等による余剰人員の有効活用を行うためアウトプレイスメント

サービスの強化も図ってまいります。 

 

〔システムコンサルティング事業〕 

 顧客の情報システム提案は、業務提携を含め優秀な人材の確保と育成が必要不可欠と考えており

ます。 
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〔納品代行事業〕 

 平成17年8月に㈱南王を子会社化し、百貨店納品代行事業をサービスの提供を開始いたしました。

事業内容は、百貨店に納入される、商品の検品、保管、流通加工、出荷を行い、全国の百貨店への

配送を行う業務です。全国主要百貨店へサービスを提供しておりますが、当社の３PL 事業との融合

と管理機能の統合を早急に進める必要があります。 

  

〔その他事業〕 

 建築事業につきましては、大規模なセンター設計、建築業務にも対応できるような体制の構築が

急務であると考えております。また、新しい流通システムの構築物流改善提案の一環として資産の

リストラクチャリングにも着手する必要があると考えており、金融サービスを含むファンド運営会

社の運営強化が急務と考えております。  

 ロジスティクス・コンサルティング事業、ビジネスサポート事業についても継続的な運営と顧客のニーズの

把握、分析、提案ができる人材の育成が急務であると考えております。 

 

(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

〔コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方〕 

当社は、法令を遵守し、経営の公正性、健全性、透明性を高める必要性を認識しており、それに基

づいてコーポレート・ガバナンス体制の構築をしております。特に経営監視機能を高めることに重

きをおき、経営の意思決定の過程及び内容を監視し、公正な経営が行われるような体制及び経営の

結果を適切かつ迅速に公表する継続開示体制を構築するよう努めております。 

  

 〔 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況〕 

① 会社の機関の基本説明 

・ 取締役会 

当社は社外取締役1名を含む9名の取締役にて取締役会を構成しております。取締役会は毎月開催さ

れる定例取締役会と、必要に応じて開催される臨時取締役会があり、経営上重要な意思決定や業務

執行に関する監督を行っております。また毎月当社執行役員以上の出席により開催される執行役員

会においては、取締役会に上程される議案の事前審議や経営全般の様々な討議、報告を行っており

ます。 

・ 監査役会 

当社は、監査役制度を採用しております。現在監査役を４名（うち社外監査役３名）としており、

監査役会を組成しております。監査役は弁護士や公認会計士といった専門的な見地から取締役の職

務執行に対する監査機能を充実、強化しております。 
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② 会社の機関、内部統制の関係 

 会社の機関ならびに内部統制を図表にすると下記のとおりとなります。 

 

 

 

③ 会社の機関の内容、内部統制システムの状況及びリスク管理体制の整備の状況 

当社は、毎月行われる定例取締役会、臨時取締役会、執行役員会等を通じ効率的な業務執行状況

とリスク管理状況を管理監督しております。また監査役会・内部監査室・危機管理室の連携により

監視体制を強化しております。 

会計監査人であるあずさ監査法人や顧問弁護士など必要に応じ内部統制やコンプライアンスマイ

ンドに対するアドバイスを適宜に受けております。 

④ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

 内部監査につきましては、危機管理室と連携して内部監査を実施しております。年間計画に基づ

き関係部署、事業所の監査を実施し、代表取締役へ監査結果を報告し、業務の実施状況の改善に努

めております。 

 監査役監査は、取締役会、執行役員会など重要な会議に出席、取締役の執行状況を監視等の他、

各部署、事業所の監査を内部監査室、危機管理室と連携し実施しております。 

 会計監査の状況につきましては、あずさ監査法人と監査契約を締結しており、商法ならびに証券

取引法に基づき、会計に関する事項の監査を受けており、適宜監査情報の交換を実施し情報の共有

を図っております。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１） 経営成績 

   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加に加え、個人消費についても雇

用情勢の改善等により穏やかに好転するなど景気回復基調を保っている一方で、原油の高騰や海外の政情不安等に

より景気の先行きにまだまだ不透明感の残る結果となりました。 

   このような経済環境の下、当社グループは、3PL事業を中心とした、システムコンサルティング事業、人材アウ

トソーシング事業などのアウトソーシング事業を融合した「ワンストップ・ソリューション」ビジネスの強化を図

ってまいりました。また、平成17年８月に買収した㈱南王の納品代行事業が連結業績に組み込まれた効果もあり、

業容は拡大しましたが、M&A等による管理費増やコスト増による費用負担が増加しました。 

   この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高9,104百万円、（前中間連結会計期間比29.5％増）、営業利益

207百万円（同45.9％減）、経常利益188百万円（同39.8％減）、当期純利益61百万円（同57.6％減）と増収とな

りましたが減益という結果となりました。当社グループとしましては、今後も積極的に資本提携やM&A等により業

容の拡大を行ってまいりますが、それと同時に重複する部門の統廃合など、組織のリストラクチャリングにも積

極的に取り組んでまいります。 

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。（なお、セグメント間

の売上高を控除して記載しております。） 

 

(３PL事業) 

既存クライアントの取扱量が順調に推移いたしましたが、新規クライアント受注、立上に伴う、コスト増加に

より売上高3,453,707千円（前中間連結会計期間比9.1％増）、営業利益は102,729千円（同72.１％減）となりまし

た。 

 

 (人材アウトソーシング事業) 

主要業務である、軽作業請負業、人材派遣業における既存クライアントの売上高が堅調に推移いたしました。ま

た、労務管理システムの販売、新たに人事コンサルティングでの売上も収益に貢献いたしました。積極的な業務効

率化並びにコスト削減を進めた結果利益率が大幅に改善いたしました。その結果、売上高は2,187,377千円（前中

間連結会計期間比1.3％増）、営業利益は271,288千円（同179.4％増）となりました。 

 

 (システム・コンサルティング事業) 

当社並びに100％子会社である㈱スーパーテックが開発しましたシステムの販売が堅調に推移いたしました。 

その結果、売上高は358,375千円（前中間連結会計期間比6.5％減）、営業利益314,858千円（同56.2％増）となり

ました。 

 

(納品代行事業) 

   平成17年8月に買収した㈱南王が連結子会社化したことにより、納品代行事業が加わり大幅に業容が拡大いたし

ました。一方で３PLとの機能統廃合やリストラクチャリング計画を進めております。その結果売上高2,077,983千

円、営業利益27,179千円となりました。 

 

 (その他事業) 

   その他事業は、売上高1,027,356千円（前中間連結会計期間比37.3％減）、営業利益－49,715千円（同140.1％

減）となりました。 

 

（２） 財政状態 
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キャッシュフローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが69,388千円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが568,474千円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが186,036

千円の収入となり、この結果、当中間連結会計期間の現金同等物の期末残高は、5,009,146千円（前中間連結会

計期間比3.3％減）となりました。 

       当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、得られた資金は、69,388千円（前中間連結会計期間は204,171千円の獲得）となりました。

これは主として、売上債権の回収、仕入れ債務の支払により、それぞれ売上債権が3,241,336千円減少し、仕入

債務が3,492,480千円減少したほか、未払金が、90,420千円増加したこと等があったことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、得られた資金は、568,747千円（前中間連結会計期間は26,014千円の使用）となりました。

これは主として短期貸付金の回収による収入1,341,000千円、前受金の増加による収入2,400,000千円等があっ

た一方で短期貸付金による支出、1,568,600千円、信託不動産の取得による支出1,058,627千円等があったこと

によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、得られた資金は、186,036千円（前中間連結会計期間は1,814,882千円の獲得）となりまし

た。これは主として、短期借入の返済による支出7,200,000千円等があった一方、株式発行による収入

2,006,125千円等があったことによるものです。 

 

（３） 通期の見通し 

 今後の経済の見通しにつきましては、国内では引き続き景気の回復が期待されますが、国内及び海外の金融政策

の変更など懸念材料があり依然回復のペースは緩やかに推移していくものと見られております。また原油の高騰な

どによる不安要因もあり、予断を許さない状況にあると考えております。 

 こうした中、株式会社南王など当社グループに新しく参画した企業の業績が下期に寄与してくることなどから業

容は拡大するものと考えております。３PL事業は、新規クライアントの安定稼動や更なる効率化により利益率は好

転し、人材アウトソーシング事業におきましても引き続き順調な拡大が見込まれております。加えて、株式会社南

王の不動産売却益の計上、プロパティ事業の拡大やファンド事業の立上による業容拡大も見込まれます。この結果、

平成18年6月期の連結売上高は当初見込みどおり、25,000百万円（前連結会計年度比52.0％増）、経常利益900百万

円（同22.1％増）と、増収増益を予想しております。 

 

（４） 事業等のリスク 

 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 

 

１．今後のグループ事業展開・方針について 

 ①当社グループの成長戦略について 

現在の当社グループは、３PL事業をはじめ、人材アウトソーシング事業、システムコンサルティング事業な

どを行っておりますが、グループ企業の新規設立、企業買収、グループ企業内での合併、グループ企業の事業
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目的変更などを適宜行ってまいりました。 

当社グループは、流通・物流に係るニーズをワンストップにてソリューションを提供する「流通サポート企

業」を目指しており、流通サービスに関するあらゆるニーズに対応できる企業グループを目指して事業展開を

しております。 

 当中間連結会計期間は、㈱南王の子会社化、㈱友栄産業他2社の民事再生計画承認、㈱ジャパンロジスティ

クスクリエートの子会社化など積極的なM&Aを行っております。また平成18年1月には、㈱エデック、㈲トータ

ル人事なども子会社化いたしました。 

今後も積極的なM&Aを展開し、機能充実を図ってまいります。当社グループは今後もこうした企業の買収、

合併、営業譲渡、事業目的の変更等による当社グループの拡張を行う可能性はありますが、それらは必ずしも

当社の想定どおりの成果を生むとは限りません。 

 ②新規事業への取組み 

    当社グループは現在、不動産ファンドの組成、アセットマネジメント事業などプロパティ関連事業、次世

代型ICタグなどのセキュリティ関連事業、都市型養護老人ホーム「カリヨン」の運営、百貨店納品代行事業、

飲食店事業のSCMや宅配事業など当社グループとして事業の拡張、サービス機能の整備などを目的とした研究

開発と新規事業参入を行っております。 

今後も積極的に物流・流通業の一環として様々な事業への新規参入、研究開発を行ってまいりますが、それ

らは必ずしも当社の想定どおりの成果生むとは限りません。 

 

２．当社グループの事業に関するリスクについて 

(1)各セグメントに共通のリスクについて 

 ①顧客情報及びスタッフの個人情報の取り扱いについて 

 当社グループでは、顧客や登録スタッフの個人情報を含めた様々な情報を大量に保有しております。当該情

報に関しましては、その取り扱いに細心の注意を払っておりますが、外部からの不正アクセスや社内管理の不

手際により情報の外部流出が発生した場合、当社への損害賠償請求や社会的信用の失墜等によって、当社の業

績に悪影響を与える可能性があります。 

 当社は、平成15年5月に成立しました個人情報保護法等の関連諸法令に伴い、法令遵守に積極的に取り組ん

でまいりました。当社グループは平成16年12月情報管理にISMS認証並びにBS7799取得を取得し情報管理体制に

万全を期しております。しかしながら法令の解釈・適用の状況によっては、新たな対応策が必要となり事業に

影響を及ぼす可能性があります。 

 ②災害等による影響 

 当社本社ならびに東京支社、当社管理による物流センターは東京から福岡まで点在しております。

その多くは、いわゆる湾岸地区に立地しており、物流の利便性等を重要視しております。万一重大な

自然災害等（地震、台風、津波等）発生しますと顧客はもとより業績にも多大な影響が見込まれます。

当社グループは自然災害等による被害の影響を最小限に抑えるべく、設備等の耐震性対策、ネットワ

ーク構築、緊急連絡網などを危機管理室を中心に予防策を講じております。 

(2)３PL事業に係るリスクについて 

 当社グループの中核をなす事業として、オペレーション管理、輸配送管理事業を行っております。物流業界

の再編に伴い参入企業の増加を予想しておりますが、競争激化により当社グループ業績に影響を与える可能性

があります。 

 ・特定取引先との業務請負契約による影響 
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 当社は設立以来、特定の大口顧客との契約により業績を拡大してまいりました。本年度中間連結業績につき

ましても連結売上高の約21％の割合を占めております(平成17年6月期の連結売上高に占める割合は約25％でし

た)。業務請負契約内容は1年契約で以後1年後との自動更新となっており、双方より申し出がない場合、契約

は継続されます。予期せぬ事象により契約が解消となった場合は、当社の業績と財務状態に多大な影響を及ぼ

します。当社グループとしましては、一顧客の連結業績に対する影響を軽微なものとするため売上高に占める

割合を10％程度に抑える様、新規クライアントの獲得など行っております。今後も継続的な取引を行っていく

よう、顧客との信頼関係の構築、物流品質の向上等に努めてまいります。 

 

(3)人材アウトソーシング事業に係るリスクについて 

 ①人材派遣業に関する法規制等について 

 当社グループは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以

下「労働者派遣法」といいます）に基づき、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基

準」(昭和61年厚生労働省告示第37号)その他の関連法令の規定に従い、当社グループが労働者派遣事業である

と判断した業務について、適正に労働者派遣事業を行っております。 

当社連結子会社である株式会社日本アシストは労働者派遣法に基づく構成労働大臣の許可を受けて、スタッフ

の募集・登録を行い、顧客企業へ派遣する登録型の「一般労働者派遣事業」を行っております。 

 ②登録スタッフ等に係る社会保険等の適用について 

 当社グループは、社会保険労務士と顧問契約を行い社会保険に関する付保基準を厳格に整備し、当社加入基

準を設けております。当社登録スタッフはすべてこの基準にて社会保険加入を行っております。当社グループ

は、関係法令を遵守しており、過去において指摘を受けた事実はございません。 

 今後、年金の問題をはじめ社会保険の適用基準の変更などが実施された場合は、当社グループが負担する保

険料及び就労状況管理に関する費用の増加や短時間労働への就労希望者の減少または就労時間の削減などによ

り当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4)納品代行事業に関わるリスクについて 

 平成17年8月に㈱南王を子会社化しました。㈱南王の平成17年4月期の税引後当期損失は1,173,045千円とな

っております。当社グループはワールド・ロジの保有する３PLノウハウと機能の統廃合を行っていくうえで、

充分に再生できる企業と認識しておりますが、経済環境など外部環境やヒト・モノのリストラクチャリングが

計画通りいかない場合当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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4. 中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※２  5,179,553 5,039,680  4,179,996

 ２ 受取手形及び売掛金   2,078,524 3,548,608  5,242,774

 ３ たな卸資産   104,184 119,047  78,725

 ４ その他   213,638 1,839,996  2,372,980

   貸倒引当金   △11,785 △43,881  △18,501

   流動資産合計   7,564,115 73.2 10,503,450 48.2  11,855,976 79.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 土地 ※２ ― 3,431,949 ― 

  (2) その他 
※１
※２

286,436 286,436 652,319 4,084,268 287,169 287,169

 ２ 無形固定資産    

  (1) 連結調整勘定  1,000,923 2,205,550 1,036,850 

  (2) その他  405,851 417,181 416,448 

   無形固定資産合計   1,406,774 2,622,732  1,453,298

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  669,254 1,238,579 725,086 

  (2) 差入保証金  ― 1,464,963 385,496 

  (3) 信託不動産 ※２ ― 1,038,467 ― 

  (4) その他 ※４ 387,745 855,061 267,768 

    貸倒引当金  △53 △51,910 △29,285 

   投資その他の資産 
   合計 

  1,056,946 4,545,161  1,349,065

   固定資産合計   2,750,157 26.6 11,252,162 51.7  3,089,534 20.7

Ⅲ 繰延資産   21,515 0.2 18,679 0.1  18,327 0.1

   資産合計   10,335,788 100.0 21,774,292 100.0  14,963,837 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金   1,059,878 1,250,983  3,880,790

 ２ 短期借入金   2,437,083 4,626,979  3,805,720

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

  46,996 336,629  495,112

 ４ 未払法人税等   86,729 138,670  265,127

 ５ 未払金   902,958 631,123  424,469

 ６ 前受金   ― 2,400,000  ―

 ７ 賞与引当金   5,318 65,719  ―

 ８ 事業整理損失引当金  ― 233,464 ―

 ９ その他 ※２  206,901 1,415,280  334,302

   流動負債合計   4,745,866 45.9 11,098,851 51.0  9,205,523 61.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債 ※２  100,000 ―  ―

 ２ 長期借入金 ※２  1,059,405 2,302,059  1,029,043

 ３ 繰延税金負債   67,942 237,397  75,037

 ４ 退職給付引当金   6,793 907,316  ―

 ５ 役員退職慰労引当金  ― 87,667 ―

 ６ その他   62,531 286,885  67,238

   固定負債合計   1,296,673 12.6 3,821,326 17.5  1,171,320 7.8

   負債合計   6,042,540 58.5 14,920,178 68.5  10,376,844 69.3

    

(少数株主持分)    

  少数株主持分   60,761 0.6 89,649 0.4  82,004 0.6

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,733,044 16.8 2,736,106 12.6  1,733,044 11.6

Ⅱ 資本剰余金   1,920,884 18.6 2,923,946 13.4  1,920,884 12.8

Ⅲ 利益剰余金   480,551 4.6 785,411 3.6  723,866 4.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  98,007 0.9 319,743 1.5  127,194 0.9

Ⅴ 自己株式  ― ― △742 △0.0 ― ―

   資本合計   4,232,486 40.9 6,764,464 31.1  4,504,989 30.1

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

  10,335,788 100.0 21,774,292 100.0  14,963,837 100.0
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② 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   7,031,978 100.0 9,104,800 100.0  16,445,391 100.0

Ⅱ 売上原価   5,722,337 81.4 7,552,930 83.0  13,477,317 82.0

   売上総利益   1,309,641 18.6 1,551,869 17.0  2,968,074 18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  925,969 13.1 1,344,321 14.7  2,149,927 13.1

   営業利益   383,672 5.5 207,548 2.3  818,146 5.0

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  1,628 37,313 11,514 

 ２ 受取配当金  651 716 3,180 

 ３ 消費税差額  2,432 ― ― 

 ４ 受取手数料  9,734 9,047 21,476 

 ５ 保険解約収入  4,666 7,791 ― 

 ６ 雑収入  3,620 22,732 0.3 3,338 58,207 0.6 13,245 49,415 0.3

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  14,021 36,772 35,800 

 ２ 新株発行費  4,940 ― 4,940 

 ３ 公開準備費用  40,197 ― 40,837 

 ４ 支払手数料  10,502 25,361 21,002 

 ５ 商品廃棄損  4,987 7,674 11,487 

 ６ 雑損失  18,566 93,216 1.3 7,319 77,128 0.8 16,286 130,353 0.8

   経常利益   313,188 4.5 188,627 2.1  737,208 4.5

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  6,575 ― ― 

 ２ 固定資産売却益 ※２ ― 6,575 0.1 6,171 6,171 0.0 ― ― ―

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※３ 3,954 2,628 4,354 

 ２ 固定資産除却損 ※４ ― 123 ― 

 ３ 貸倒引当金繰入額  ― 30,875 ― 

 ４ 持分変動損失  ― 592 ― 

 ５ 構造改善費用 ※５ ― 105,117 ― 

 ６ 支払和解金  ― 3,954 0.1 7,000 146,336 1.6 ― 4,354 0.0

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益 

  315,809 4.5 48,462 0.5  732,853 4.5

   法人税、住民税 
   及び事業税 

※６ 89,606 127,685 294,478 

   法人税等調整額 ※６ 82,195 171,801 2.4 △108,248 19,437 0.2 49,092 343,570 2.1

   少数株主損失   1,170 0.0 32,586 0.4  ― 0.0

少数株主利益   ― ―  2,073

   中間(当期)純利益   145,177 2.1 61,612 0.7  387,209 2.4
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,003,909 1,920,884  1,003,909

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ 増資による新株の発行  916,975 916,975 1,003,062 1,003,062 916,975 916,975

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 1,920,884 2,923,946  1,920,884

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  339,983 723,866  339,983

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 中間(当期)純利益  145,177 61,612  387,209 

  ２ 連結子会社と非連結子会社との 
    合併による連結剰余金増加高 

 ― ― 1,283 

 ３ 連結除外による増加高  1,780 146,957 ― 61,612 1,780 390,273

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １ 役員賞与  6,390 ―  6,390 

  ２ 新規連結による連結剰余金 
    減少高 

 ― 6,390 67 67 ― 6,390

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 480,551 785,411  723,866
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益 

 315,809 48,462 732,853

   減価償却費  24,782 44,091 58,053

   その他償却額  16,504 55,666 70,722

   連結調整勘定償却額  25,829 36,668 52,706

   貸倒引当金の増加額 
   (△減少額) 

 △1,219 22,192 34,728

   賞与引当金の増加額 
   (△減少額） 

 △3,233 8,713 △8,552

   退職給付引当金の増加額 
   (△減少額) 

 230 △41,278 △6,562

   受取利息及び受取配当金  △2,279 △38,029 △14,694

   支払利息  14,021 36,772 35,800

   有形固定資産売却損益  3,954 △3,543 4,354

   有形固定資産等除却損  ― 138 ―

   売上債権の減少額 
   (△増加額) 

 382,131 3,241,336 △2,830,926

   たな卸資産の増加額  △89,124 △40,128 △64,126

   仕入債務の増加額 
   (△減少額) 

 35,294 △3,492,480 2,166,675

   未払金の増加額 
   (△減少額) 

 △10,547 90,420 △40,377

   役員賞与の支払額  △6,390 ― △6,390

   その他  △231,676 347,471 △290,996

    小計  474,087 316,476 △106,731

   利息及び配当金の受取額  10,862 32,487 23,097

   利息の支払額  △20,146 △18,567 △43,095

   法人税等の支払額  △260,631 △261,008 △289,400

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 204,171 69,388 △416,130
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 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 

 △101,438 △670,182 △135,760

   有形固定資産の売却 
   による収入 

 1,649 20,967 △3,959

   無形固定資産の取得 
   による支出 

 △60,973 △9,482 △431,569

   その他償却資産の取得 
   による支出 

 △11,662 △15,085 △12,865

   投資有価証券の取得 
   による支出 

 △46,000 △188,913 △117,700

   投資有価証券の売却 
   による収入 

 142,850 15,000 145,860

   関係会社株式の取得 
   による支出 

 ― 34,278 ―

   短期貸付けによる支出  △40,000 △1,568,600 △1,475,000
   短期貸付金の回収 
   による収入 

 ― 1,341,000 ―

   長期貸付けによる支出  △2,800 △141,500 △209,750
   長期貸付金の回収 
   による収入 

 66,838 504,939 78,907

   信託不動産の取得による
支出 

 ― △1,058,627 ―

   前受金の増加による収入  ― 2,400,000 ―
   その他  25,523 △95,047 △87,528
   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △26,014 568,747 △2,241,447

Ⅲ 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  3,460,000 4,901,885 5,410,000
   短期借入金の 
   返済による支出 

 △3,888,916 △7,200,000 △4,006,000

   長期借入による収入  990,000 1,005,714 1,050,000
   長期借入金の 
   返済による支出 

 △323,812 △526,946 △401,033

   株式の発行による収入  1,577,612 2,006,125 1,576,972
   少数株主の増資引受 
   による払込額 

 ― ― 18,000

   その他  ― △742 ―
   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 1,814,882 186,036 3,647,939

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増加額(△減少額) 

 1,993,040 824,170 990,361

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高 

 3,186,513 4,179,996 3,186,513

Ⅶ 連結子会社と非連結子会社 
  との合併による現金及び現 
  金同等物増加額 

         ― ― 3,121

 Ⅷ 新規連結による現金及び現 
   金同等物の増加額 

 ― 4,979 ―

Ⅸ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 5,179,553 5,009,146 4,179,996
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(イ)連結子会社の数 

12社

連結子会社の名称 

㈱ジャパン・ネットワ

ーク・ソリューション

ズ 

㈱スリーク 

㈱NAホールディングス

㈱日本アシスト 

㈱アウトソーシング・

ジャパン 

ライテック㈱ 

エリアスタッフ㈱ 

㈱イノベーション 

㈱スーパーテック 

㈱ United Logistics 

Partners 

㈱WLパートナーズ 

㈱あにまーと 

 

  従来、連結子会社であ

ったワールド・ウェブ㈲

は、当中間連結会計期間

において清算を行ったた

め、当中間連結会計期間

より連結の範囲から除外

しております。 

  また、当中間連結会計

期間より平成16年９月30

日に設立した㈱WLパート

ナーズ、平成16年10月８

日に設立した㈱あにまー

とを新たに連結の範囲に

含めております。 

(イ)連結子会社の数 

16社

連結子会社の名称 

㈱ジャパン・ネットワ

ーク・ソリューション

ズ 

㈱スリーク 

㈱NAホールディングス

㈱日本アシスト 

㈱アウトソーシング・

ジャパン 

㈱イノベーション 

㈱スーパーテック 

㈱WLパートナーズ 

㈱あにまーと 

㈱南王 

  ㈱大信運送 

  ㈱ジャパンロジスティ
  クスクリエート 
   有限責任中間法人 
    VWLHOLDINGS 
  ㈲ＶＷＬ 
  ㈲ＶＷＬ瀬戸 
  ㈲ＶＷＬ瀬戸２ 
 

  ㈱南王については、平

成17年８月19日を払込期

日とする同社の第三者割

当増資の引受けを行い、

子会社化しており、平成

17年7月31日をみなし取

得日とし、平成17年10月

31日までの期間を中間連

結財務諸表に含めており

ます。 

  ㈱大信運送について

は、平成17年11月１日に

株式の55％を取得して、

当中間連結会計期間より

連結子会社となってお

り、平成17年12月31日を

みなし取得日として貸借

対照表のみを連結してお

ります。 

   

(イ)連結子会社の数 

10社

連結子会社の名称 

㈱ジャパン・ネットワ

ーク・ソリューション

ズ 

㈱スリーク 

㈱NAホールディングス

㈱日本アシスト 

㈱アウトソーシング・

ジャパン 

㈱イノベーション 

㈱スーパーテック 

㈱ United Logistics 

Partners 

㈱WLパートナーズ 

㈱あにまーと 

 

  従来、連結子会社であ

ったワールド・ウェブ㈲

は、当連結会計年度にお

いて清算を行ったため、

当連結会計年度より連結

の範囲から除外しており

ます。 

  また、当連結会計年度

より平成16年９月30日に

設立した㈱WLパートナー

ズ、平成16年10月８日に

設立した㈱あにまーとを

新たに連結の範囲に含め

ております。 

  ㈱ライテックは、平成

17年４月１日付で㈱アウ

トソーシング・ジャパン

に、エリアスタッフ㈱

は、平成17年４月１日付

で㈱日本アシストに吸収

合併されましたが、合併

時までの損益計算書及び

キャッシュ・フロー計算

書については連結してお

ります。なお、平成17年

３月31日付で株式を取得

し、非連結子会社として

いた㈱ケイズ・カンパニ

ーは、平成17年６月１日

付で連結子会社㈱アウト

ソーシング・ジャパンが

吸収合併しております。
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

  

 ㈱ジャパンロジスティ

クスクリエートについて

は、平成17年12月22日に

株式の100％を取得し

て、当中間会計期間より

連結子会社となってお

り、平成17年12月31日を

みなし取得日として貸借

対照表のみを連結してお

ります。 

 有 限 責 任 中 間 法 人

VWLHOLDINGS及び㈲ＶＷ

Ｌについては、従来、有

効な支配従属関係がない

と判断されたため、連結

の範囲に含めておりませ

んでしたが、当中間会計

期間において、有効な支

配従属関係が生じたた

め、当中間会計期間より

連結の範囲に含めており

ます。 

 また、当中間連結会計

期間において、平成17年

８月29日に㈲ＶＷＬ瀬戸

を平成17年９月５日に㈲

ＶＷＬ瀬戸２を新たに設

立し、連結の範囲に含め

ております。 

 

  

 また、当中間連結会計

期間において㈱WLパー

トナーズは、㈱United

Logistics Partners に

吸収合併され、商号を

㈱WLパートナーズと変

更いたしました。 

 

 

 (ロ)主要な非連結子会社の

名称等 

  非連結子会社はありま

せん。 

(ロ)主要な非連結子会社の

名称等 
    有限責任中間法人 
    UWPHOLDINGS 
    ㈲ＵＷＰ 
 
 連結の範囲から除いた理
 由 

   

(ロ)主要な非連結子会社の

名称等 

  非連結子会社はあり 

 ません。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

  

当中間連結会計期間に新た

に設立した、有限責任中間

法 人 UWPHOLDINGS 及 び

㈲ＵＷＰについては、いずれ

も小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益及

び利益剰余金等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないた

めであります。 
 

 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(イ)持分法適用の非連結子

会社数 

  すべての子会社を連結

しているため、持分法適

用の非連結子会社はあり

ません。 

(イ)持分法適用の非連結子

会社数 

  持分法適用の非連結子

会社はありません。 

(イ)持分法適用の非連結子

会社数 

  すべての子会社を連結

しているため、持分法適

用の非連結子会社はあり

ません。 

    

 (ロ)持分法を適用した関連

会社数 

  持分法適用の関連会社

はありません。 

(ロ)持分法を適用した関連

会社数 

  同 左 

(ロ)持分法適用の関連会社

数 

  同 左 

    

 (ハ)持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社数 

  該当ありません。 

(ハ)持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社数   ２社 

  有限責任中間法人 

UWPHOLDINGS 
   ㈲ＵＷＰ 
 
 持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、

それぞれ中間純利益及び

利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がない

ため、持分法の適用から

除外しております。 

(ハ)持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社数 

  同 左 

    

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

 連結子会社のうち、㈱イ

ノベーション及び㈱スリー

クの中間決算日は、９月30

日であります。 

 中間連結財務諸表の作成

に当たっては、同日現在の

中間財務諸表を使用し、中

間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、

連結上必要な調整を行って

おります。 

 連結子会社のうち、㈱イ

ノベーション及び㈱スリー

クの中間決算日は、９月30

日であり、また、㈱南王、

有限責任中間法人VWLHOLDI

NGS、㈲ＶＷＬ、㈲ＶＷＬ

瀬戸及び㈲ＶＷＬ瀬戸２の

中間決算日は、10月31日で

あります。 

 中関連結財務諸表の作成

に当たっては、同日現在の

中間財務諸表を使用し、中

間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、

連結上必要な調整を行って

おります。 

 連結子会社のうち、㈱イ

ノベーション及び㈱スリー

クの決算日は、３月31日で

あります。 

 連結財務諸表の作成に当

たっては、同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

 

 

(イ)有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

  中間期末日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り 算 定 し て お り ま

す。) 

 

 

(イ)有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   同 左 

 

 

(イ)有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定しております。） 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

  時価のないもの 

   同 左 

  時価のないもの 

   同 左 

 (ロ)デリバティブ 

――― 

(ロ)デリバティブ 

時価法 

(ロ)デリバティブ 

――― 

    

 (ハ)たな卸資産 

 仕掛品・未成工事支出金

  個別法による原価法 

(ハ)たな卸資産 

 仕掛品・未成工事支出金

   同 左 

(ハ)たな卸資産 

 仕掛品・未成工事支出金

   同 左 

    

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

(イ)有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

  定額法 

  

 

その他の有形固定資産 

  定率法 

(イ)有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

  定額法 

   

 

 その他の有形固定資産 

  定率法 

ただし一部の子会社に

ついては定額法 

 

(イ)有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

  定率法 

  

 

その他の有形固定資産 

  定率法 

    

 (ロ)無形固定資産 

  定額法 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

(ロ)無形固定資産 

  同 左 

(ロ)無形固定資産 

  同 左 

    

 (3) 重要な引当金の

計上基準 

(イ)貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 

  同 左 

(イ)貸倒引当金 

  同 左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 ――― (追加情報) 

 賞与引当金の支給期間の

変更 

 従来、当社は従業員に対

する賞与の支給に備えるた

め、当中間連結会計年度に

負担すべき支給見込額を計

上しておりましたが、前事

業年度より賞与支給制度の

見直しを行い賞与支給対象

期間と会計期間が同一とな

りました。当該変更に伴う

影響は軽微であります。 

 

(追加情報) 

 賞与引当金の支給期間の

変更 

 従来、当社は従業員に対

する賞与の支給に備えるた

め、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上し

ておりましたが、当連結会

計年度より賞与支給制度の

見直しを行い当連結会計年

度においては、賞与支給対

象期間と会計期間が同一と

なりました。その結果、当

連結会計年度末においては

賞与引当金の計上はありま

せん。なお、この変更によ

る影響はありません。 
    
 (ハ)退職給付引当金 

  連結子会社である㈱日

本アシスト、ライテック

㈱及び㈱アウトソーシン

グ・ジャパンは、従業員

の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関す

る実務指針(会計制度委

員会報告第13号)に定め

る簡便法に基づき会社規

程による中間期末自己都

合要支給額を計上してお

ります。 

(ハ)退職給付引当金 

 連結子会社である㈱南王

は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。 

 なお、数理計算上の差異

は、その発生時における

平均残存勤務期間以内の

一定の年数（６年）によ

る定額法により、翌事業

年度から費用処理するこ

ととしております。 

また連結子会社㈱大信は

（ハ)退職給付引当金 

― 

(追加情報) 

 従来退職給付引当金を計

上しておりました連結子会

社である㈱日本アシスト及

び、㈱アウトソーシング・

ジャパンは、平成17年３月

１日付で退職金制度を廃止

しております。 

 これに伴い退職給付引当

金を全額取崩しておりま

す。 

 これに伴う影響は軽微で

あります。 

  従業員の退職給付に備え

るため、退職給付会計に

関する実務指針(会計制

度委員会報告第13号)に

定める簡便法に基づき会

社規程による中間期末自

己都合要支給額を計上し

ております。 
 

 

   (ニ)役員退職慰労引当金 

  連結子会社である㈱南

王は、役員の退職慰労金

の支払に備えるため、内

規に基づく中間連結会計

期間末要支給額をもって

計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

  

(ホ)事業整理損失引当金 
  事業整理に伴う損失に
備えるため発生する損失見
込額を計上しております。

 

(4) 重要なリース取

引の処理方法 

 リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

  同 左   同 左 

(5)重要なヘッジ会計

の方法 

 (イ)重要なヘッジ会計の

方法 

  繰延ヘッジ処理を採

用しております。また

金利キャップについて

特例処理の条件を充た

している場合には特例

処理を採用しておりま

す。 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象、ヘッジ方針 

  主に当社の内規に基

づき、金利変動リスク

をヘッジしておりま

す。当中間連結会計期

間にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッ

ジ手段は以下のとおり

であります。 

 ①ヘッジ手段 

  金利キャップ 

 ②ヘッジ対象 

  借入金 

（ハ）ヘッジ有効性評価

の方法 

  ヘッジ対象の相場変

動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較

して、その変動額の比

率によって有効性を評

価しております。 

ただし、特例処理によ

っている金利キャップ

については有効性の評

価を省略しておりま

す。 

 

(6) その他中間連結

(連結)財務諸表

作成のための重

要な事項 

(イ)消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費

税の会計処理は税抜方

式を採用しておりま

す。 

(イ)消費税等の会計処理 

  同 左 

(イ)消費税等の会計処理 

  同 左 

 (ロ)繰延資産の処理方法 

  新株発行費は、支出

時に全額費用として処

理しております。 

(ロ)繰延資産の処理方法 

  同 左 

(ロ)繰延資産の処理方法 

  同 左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 (追加情報) 

 スプレッド方式による新

株発行 

 平成16年12月16日に実施

した有償一般募集による新

株式発行(8,000株)は、引

受価額(179,400円)で買取

引受を行い、当該買取価額

とは異なる価額(195,000

円)で一般投資家に販売す

るスプレッド方式によって

おります。スプレッド方式

では発行価格の総額と引受

価 額 の 総 額 と の 差 額

124,800千円が事実上の手

数料であり、引受価額と同

一の発行価格で一般投資家

に販売する従来の方式によ

った場合に比べ、新株発行

費の額と資本金及び資本準

備金の合計額はそれぞれ

124,800千円少なく計上さ

れております。また、従来

の方式によった場合に比

べ、税金等調整前中間純利

益は同額多く計上されてお

ります。 

 

 

(追加情報) 

 スプレッド方式による新

株発行 

 平成16年12月16日に実施

した有償一般募集による新

株式発行(8,000株)は、引

受価額(179,400円)で買取

引受を行い、当該買取価額

とは異なる価額(195,000

円)で一般投資家に販売す

るスプレッド方式によって

おります。スプレッド方式

では発行価格の総額と引受

価 額 の 総 額 と の 差 額

124,800千円が事実上の手

数料であり、引受価額と同

一の発行価格で一般投資家

に販売する従来の方式によ

った場合に比べ、新株発行

費の額と資本金及び資本準

備金の合計額はそれぞれ

124,800千円少なく計上さ

れております。また、従来

の方式によった場合に比

べ、税金等調整前当期純利

益は同額多く計上されてお

ります。 

    

   創立費は、商法施行規

則の規定する最長期間

(５年)で均等償却してお

ります。 

  開業費は、商法施行規

則の規定する最長期間

(５年)で均等償却してお

ります。 

 創立費は、商法施行規

則の規定する最長期間

(５年)で均等償却してお

ります。 

開業費は、商法施行規則

の規定する最長期間(５

年)で均等償却しており

ます。 

  

  創立費は、商法施行規

則の規定する最長期間

(５年)で均等償却してお

ります。 

  開業費は、商法施行規

則の規定する最長期間

(５年)で均等償却してお

ります。 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。 

  同 左   同 左 
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会計処理の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 

――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号）を当中間連結会

計期間から適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

 

――――――――――― 
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表示方法の変更 

 

中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

        ―――――― （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりました「差入保証

金」（前中間会計期間257,331千円）については、総

資産の100分の５超となったため、当中間会計期間よ

り区分掲記しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

143,122千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,837,281千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

177,641千円

   

※２ 担保資産及び担保付債務 

  (１)担保に供している資産 

  現金及び預金 10,000千円

 

 

     

  

※２ 担保資産及び担保付債務 

  (１)担保に供している資産 

   現金及び預金 10,000千円

   建物及び構築物 3,117千円

  土地 1,772,171千円

  信託不動産 1,038,467千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

  (１)担保に供している資産 

  現金及び預金 10,000千円

 

 

    

   

 (２)担保付債務 

  社債 100,000千円
 

  (２)担保付債務 

  一年以内 
  償還予定社債 

100,000千円

  一年以内返済 
 予定の長期借入金

144,024千円

  長期借入金 1,212,523千円
 

(２)担保付債務 

  一年以内 
  償還予定社債 

100,000千円

 

   

 ３ コミットメントライン設定契

約 

  当社は、運転資金等の効率的な

運用調達を図るため取引銀行と貸

出コミットメント契約を締結して

おります。 

  当中間連結会計期間末の貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。 

 

貸出コミットメン
トラインの総額 

1,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

 差 引 ―千円 
 

 ３ コミットメントライン設定契

約 

  当社は、運転資金等の効率的な

運用調達を図るため取引銀行と貸

出コミットメント契約を締結して

おります。 

  当中間連結会計期間末の貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。 

 

貸出コミットメン
トラインの総額 

4,000,000千円

借入実行残高 3,000,000千円

 差 引 1,000,000千円
 

 ３ コミットメントライン設定契

約 

  当社は、運転資金等の効率的な

運用調達を図るため取引銀行と貸

出コミットメント契約を締結して

おります。 

  当連結会計年度の貸出コミット

メントに係る借入未実行残高等は

次のとおりであります。 

 

貸出コミットメン
トラインの総額 

1,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

 差 引 ―千円
 

 ※４ 信託不動産の内訳は次のとお

りであります。 

   建物及び構築物 461,490千円

  土地 575,856千円

  その他 1,120千円
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 126,070千円

給与手当 224,008千円

賞与引当金 
繰入額 

2,805千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

給与手当 433,128千円

賞与引当金 
繰入額 

3,495千円

退職給付費用 3,454千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

954千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 233,108千円

給与手当 605,007千円

貸倒引当金 
繰入額 

36,389千円

 

   

――――――――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳 

    建物及び 
    構築物 

76千円

    機械装置 
    及び運搬具 

 5,685千円

    その他 409千円

     計 6,171千円
 

――――――――――― 

   

※３ 固定資産売却損の内訳 

建物及び 
構築物 

2,624千円

機械装置 
及び運搬具 

1,330千円

  計 3,954千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

機械装置 
及び運搬具 

2,628千円

 

※３ 固定資産売却損の内訳 

建物及び 
構築物 

2,624千円

機械装置 
及び運搬具 

1,330千円

その他 400千円

  計 4,354千円
 

   

――――――――――― 

※４ 固定資産除却損の内訳 

    工具器具備品 123千円
 ――――――――――― 

   

――――――――――― 

 ※５ 構造改善費用 

 特別損失の構造改善費用の内

容は、事業所の整理に関連して

発生した人件費その他不稼動費

用であります。 

――――――――――― 

   

※６ 税効果会計 

   中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、当

期において予定している利益処

分による特別償却準備金の積立

て及び取崩しを前提として、当

中間連結会計期間に係る金額を

計算しております。 

※６ 税効果会計 

 同左 

――――――――――― 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 5,179,553千円

現金及び 
現金同等物 

5,179,553千円
 

  

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 5,039,680千円

預入期間が3ヶ
月を超える定期
預金 

△30,533千円

現金及び 
現金同等物 

5,009,146千円
 

  

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び預金 4,179,996千円

現金及び 
現金同等物 

4,179,996千円
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セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

 

 

ロジスティ

クス・コン

サルティン

グサービス

事業 

(千円) 

３PL事業 

(千円) 

人材アウト

ソーシング

事業 

(千円)

システムコ

ンサルティ

ング事業

(千円)

ビジネスサ

ポート事業

（千円）

その他事業

（千円）
計(千円) 

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

96,500 3,162,874 2,159,514 334,329 584,079 694,681 7,031,978 ― 7,031,978

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 658,287 48,848 221,628 42,650 971,414 (971,414) ―

計 96,500 3,162,874 2,817,802 383,177 805,707 737,331 8,003,392 (971,414) 7,031,978

営業費用 53,423 2,794,493 2,720,672 181,604 757,180 704,908 7,212,282 (563,975) 6,648,306

営業利益 43,076 368,381 97,129 201,573 48,527 32,422 791,110 (407,438) 383,672

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) ロジスティクス・コンサルティングサービス事業………物流改善のためのコンサルティング等 

(2) ３PL事業………顧客倉庫センターの運営業務の請負、貨物運送、物流倉庫の賃貸借等 

(3) 人材アウトソーシング事業………人材派遣、業務請負等 

(4) システムコンサルティング事業………情報化戦略に関する企画、設計コンサルティング業務、物流関

連システムの企画開発等 

(5) ビジネスサポート事業………オフィス用品及びロジスティクス関連資材等の販売等 

(6) その他事業………建築事業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(389,609千円)の主なものは、親会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 従来、ビジネスサポート事業については、その他事業に含めて表示しておりましたが、当該事業の重要

性が高まっているため、当中間連結会計期間より、ビジネスサポート事業については、区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度において当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類別セ

グメント情報は、次のとおりであります。 

 

  前連結会計年度（自 平成15年７月１日 至 平成16年６月30日） 

 

 

ロジスティ

クス・コン

サルティン

グサービス

事業 

(千円) 

３PL事業 

(千円) 

人材アウト

ソーシング

事業 

(千円)

システムコ

ンサルティ

ング事業

(千円)

ビジネスサ

ポート事業

（千円）

その他事業

（千円）
計(千円) 

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

210,660 7,759,452 952,009 555,077 878,702 353,844 10,709,747 ― 10,709,747

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10,000 ― 124,030 13,800 ― 51,388 199,218 (199,218) ―

計 220,660 7,759,452 1,076,039 568,877 878,702 405,232 10,908,966 (199,218) 10,709,747

営業費用 55,287 7,281,091 1,006,800 268,749 842,798 402,339 9,857,067 506,012 10,363,079

営業利益 165,373 478,361 69,239 300,127 35,904 2,892 1,051,898 (705,231) 346,667
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当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

 

 
３PL事業 

(千円) 

人材アウト

ソーシング

事業 

(千円) 

システムコ

ンサルティ

ング事業

(千円) 

納品代行

事業 

(千円) 

その他事業

（千円）
計(千円) 

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,453,707 2,187,377 358,375 2,077,983 1,027,356 9,104,800 ― 9,104,800

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

13,918 1,146,041 ― 4,609 8,277 1,172,846 (1,172,846) ―

計 3,467,625 3,333,418 358,375 2,082,592 1,035,634 10,277,646 (1,172,846) 9,104,800

営業費用 3,364,896 3,062,030 43,516 2,055,413 1,085,349 9,611,205 (713,953) 8,897,252

営業利益 102,729 271,388 314,858 27,179 (49,715) 666,441 (458,892) 207,548

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) ３PL事業………顧客倉庫センターの運営業務の請負、貨物運送、物流倉庫の賃貸借等 

(2) 人材アウトソーシング事業………人材派遣、業務請負、労務管理システムの企画・開発・販売等 

 

(3) システムコンサルティング事業………情報化戦略に関する企画、設計コンサルティング業務、物流関

連システムの企画開発等 

(4) 納品代行事業………百貨店向け検品・納品代行、流通加工等 

(5) その他事業………ビジネスサポート事業、金融事業、建築事業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(449,276千円)の主なものは、親会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

４ 当中間連結会計期間において㈱南王を連結子会社にしたことにより、当中間連結会計期間より新たに 

「納品代行事業」が加わっております。 

５ 従来、ロジスティクス・コンサルティング事業とビジネスサポート事業については、区分掲記しており

ましたが、当該事業の重要性が低下したため、当中間連結会計期間より、ロジスティクス・コンサルテ

ィング事業とビジネスサポート事業については、その他事業に含めて表示しております。なお、前中間

連結会計期間において当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、

次のとおりであります。 

     

前中間連結会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

 

 
３PL事業 

(千円) 

人材アウトソ

ーシング事業

(千円) 

システムコン

サルティング

事業 

(千円) 

その他事業

（千円） 
計(千円) 

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,162,874 2,159,514 334,329 1,375,260 7,031,978 ― 7,031,978

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 658,287 48,848 264,278 971,414 (971,414) ―

計 3,162,874 2,817,802 383,177 1,639,538 8,003,392 (971,414) 7,031,978

営業費用 2,794,493 2,720,672 181,604 1,515,511 7,212,282 (563,975) 6,648,306

営業利益 368,381 97,129 201,573 124,026 791,110 (407,438) 383,672
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前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 

 
３PL事業 

(千円) 

人材アウトソ

ーシング事業

(千円) 

システムコン

サルティング

事業 

(千円) 

その他事業

（千円） 
計(千円) 

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

6,582,790 4,368,443 612,917 4,881,240 16,445,391 ― 16,445,391

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

6,090 1,819,838 53,223 376,121 2,255,272 (2,255,272) ―

計 6,588,880 6,188,281 666,140 5,257,361 18,700,664 (2,255,272) 16,445,391

営業費用 6,031,423 5,898,479 265,739 4,739,456 16,935,099 (1,307,854) 15,627,244

営業利益 557,456 289,802 400,401 517,905 1,765,565 (947,418) 818,146

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) ３PL事業………顧客倉庫センターの運営業務の請負、貨物運送、物流倉庫の賃貸借等 

(2) 人材アウトソーシング事業………人材派遣、業務請負、労務管理システムの企画・開発・販売等 

(3) システムコンサルティング事業………情報化戦略に関する企画、設計コンサルティング業務、物流関

連システムの企画開発等 

(4) その他事業………ビジネスサポート事業、金融事業、建築事業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門

等にかかる費用であり、938,761千円であります。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 



ファイル名:連結表紙00_9275000661803.doc 更新日時:2/16/2006 9:43:00 AM 印刷日時:2006/02/1621:43 

― 33 ― 

３ 海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

 

海外売上高がないため記載しておりません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

 

海外売上高がないため記載しておりません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 

海外売上高がないため記載しておりません。 
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リース取引関係 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

   

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

(単位：千円) 

科目 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

中間期末 
残高 
相当額 

工具器具 
及び備品 

52,898 7,638 45,260 

車輌 
運搬具 

12,736 2,210 10,526 

合計 65,635 9,848 55,786 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

(単位：千円)

科目 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

減損損失
累計額相
当額

中間期末
残高
相当額

建物 275,000 802 ― 274,197

工具器
具及び
備品 

319,340 216,778 50,998 51,563

機械装
置及び 
運搬具 

431,107 261,337 46,378 123,392

ソフト

ウェア 
268,070 150,522 107,525 10,023

合計 1,293,518 629,440 204,901 459,176

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

(単位：千円)

科目 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

工具器具
及び備品

53,028 13,014 40,013

車輌 
運搬具

12,736 3,572 9,163

合計 65,764 16,587 49,177

 

   

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 13,100千円

１年超 43,880千円

合計 56,980千円
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

１年以内 179,656千円

１年超 500,297千円

合計 679,953千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 13,065千円

１年超 36,954千円

合計 50,020千円
 

   リース資産減損勘定中間期末残高

           181,054千円

 

   

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 4,396千円

減価償却費 
相当額 

4,092千円

支払利息 
相当額 

516千円

 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 69,796千円

リース資産減損勘定の取崩額 

 23,846千円

減価償却費 
相当額 

64,762千円

支払利息 
相当額 

4,659千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 14,131千円

減価償却費 
相当額 

13,103千円

支払利息 
相当額 

1,734千円
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

   

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同  左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同  左 

   

２ オペレーティング・リース取引 

――― 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年以内 9,604千円

１年超 6,807千円

合計 16,412千円
 

２ オペレーティング・リース取引

――― 
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有価証券関係 

(前中間連結会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 前中間連結会計期間(平成16年12月31日) 

(1) その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 376,540 541,910 165,369

② 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 3,000 3,194 194

計 379,540 545,104 165,564

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

 

区分 
前中間連結会計期間 
(平成16年12月31日) 

(1) その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

① 非上場株式 124,150

計 124,150
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(当中間連結会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 当中間連結会計期間(平成17年12月31日) 

(1) その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 383,820 924,522 540,702

② 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 148,324 147,824 △500

計 532,145 1,072,346 540,202

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

 

区分 
当中間連結会計期間 
(平成17年12月31日) 

(1) その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

① 非上場株式 166,231

計 166,231
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(前連結会計年度) 

１ その他有価証券時価のあるもの 

 

区分 前連結会計年度(平成17年６月30日) 

(1) その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 367,540 592,136 215,595

② 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 9,700 8,800 △900

計 386,240 600,936 214,695

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

 

区分 
前連結会計年度 

(平成17年６月30日) 

(1) その他有価証券 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

① 非上場株式 124,150

計 124,150
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デリバティブ取引関係 

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日） 

   デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません 

 

当中間連結会計期間末（平成17年12月31日） 

   該当事項はありません。 

   なお、金利キャップ取引を行っておりますが、特例処理を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

 

前連結会計年度末（平成17年6月30日） 

   デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません 
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１株当たり情報 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１株当たり純資産額 82,570円61銭
 

１株当たり純資産額 113,839円63銭
 

１株当たり純資産額 87,802円88銭
 

１株当たり中間純利益 3,345円95銭
 

１株当たり中間純利益 1,131円44銭
 

１株当たり当期純利益 8,187円69銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

3,177円55銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

1,107円60銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

7,798円83銭
 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

中間連結損益計算書上の中間(当
期)純利益(千円) 

145,177 61,612 387,209

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円) 

145,177 61,612 387,209

普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳(千円) 

 

 利益処分による役員賞与金 ― ― ―

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 43,389 54,454 47,291

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳(株) 

 

 新株予約権 2,300 1,172 2,358

普通株式増加数(株) 2,300 1,172 2,358

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(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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重要な後発事象 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 １平成18年２月1日開催の取締役会
において、子会社である株式会社
南王の第三者割当増資を引受ける
ことを決議いたしました。当該取
引の概要は以下のとおりです。 

 (１) 株式取得の内容  

  ① 株式取得日 
    平成18年2月16 
  ② 取得株式数 
    1,170,000株 
  ③ 取得価額 
    総額234,000千円（1株に 
    つき200円） 
  ④ 取得後の所有割合 
    69.20％ 

 (2) 目的 

    株式会社南王は百貨店物流

（納品代行）および流通加工

業務を展開しております。当

社では同社の事業拡大と発展

は当社グループにおける関連

事業の成長には欠かせないも

のであると判断し、同社の財

務基盤を強化し一層の事業拡

大と発展を図るため、親会社

である当社を割当先とした第

三者割当増資の引受けを決議

いたしました。 
２当社子会社である株式会社NAホｰ

ルディングスは平成18年1月11日
開催の取締役会に基づいて有限
会社トータル人事の全持分を取
得し、完全子会社化いたしまし
た。 
(1) 対象会社の概要（平成17年12

月31日現在） 
① 商号 

有限会社トータル人事 

② 主な事業内容 
製造請負業 

③ 資本金 
3,000千円 

(2) 持分取得の内容 

① 持分取得方法 
  出資持分60口（出資持分 

  総数100％）取得 

② 持分取得日 
平成18年1月11日 

③ 取得価額 

総額770,000千円 
④ 取得後の所有割合 

100％ 
 

１ワールド・ロジ㈱は平成17年６月

29日開催の取締役会の決議に基づ

いて、下記内容の平成22年７月15

日満期円貨建転換社債型新株予約

権付社債を発行いたしました。 

 (1) 発行総額：2,000,000,000円 

 (2) 発行価格：本社債額面の 

   100％(各本社債額面金額 

   10,000,000円) 

 (3) 利率：本社債には利息を付さ

ない。 

 (4) 発行日：平成17年７月15日 

   (香港時間) 

 (5) 発行場所：中華人民共和国 

   香港特別行政区 

 (6) 募集の方法：Lehman  

   Brothers Commercial  

   Corporation Asia Limited 

   (特定海外投資家)の総額買取

引受による。 

 (7) 発行する新株予約権の総数：

200個 

 (8) 新株予約権の行使請求期間：

平成17年７月19日から平成22

年７月14日までとする。 

 (9) 新株予約権の目的たる株式の

種類及び数： 

  ① 種類 

    当社普通株式 

  ② 数 

    本新株予約権の行使により

当社が当社普通株式を新たに

発行又はこれに代えて当社の

有する当社普通株式を移転

(以下、当社普通株式の発行

又は移転を当社普通株式の

「交付」と総称する。)する

数は、行使請求に係る本社債

の発行価額の総額を以下に記

載する転換価額で除した数と

する。但し、行使により生じ

る１株の100分の１未満の端

数は原則として切捨て、現金

による調整は行わない。本新

株予約権の行使により端数が

発生する場合には、商法に定

める端株の買取請求権が行使

されたものとして現金により

精算する。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

  (10) 新株予約権行使時の払込金額
及び転換価格： 

  ① 本新株予約権１個行使に際
し、払込をなすべき額は、本
社債の発行価格と同額とす
る。 

  ② 本新株予約権の行使に際し
て、払込をなすべき１株当た
りの金額(以下払込金額とい
う。)は、当初330,000円とす
る。 

  ③ 転換価格は、本社債発行
後、平成17年８月より各月最
終営業日(日本時間、以下同
じ。)(以下「修正日」とい
う。)の翌取引日以降、修正
日までの各３連続取引日(修
正日当日を含み、売買高加重
平均価格のない日を除く。)
の株式会社大阪証券取引所に
おける当社普通株式の普通取
引の売買高加重平均価格の単
純平均値の90％の呼値の刻み
未満を切下げた金額に修正さ
れる。但し、転換価格は
660,000 円 を 上 回 ら ず 、
165,000円を下回らないもの
とする。 

  (11) 償還の期限、償還の方法： 
   平成22年７月15日の償還期限

をもって、本社債額面の
100％で償還する他、コール
オプション条項による繰上償
還、本社債権者の選択による
繰上償還等がある。 

  (12) 資金の使途：M&Aおよび資本
提携資金等に充当する予定で
あります。 

  

 ２ワールド・ロジ㈱は平成17年６月
24日に締結した株式会社南王との
基本合意に基づき、平成17年８月
19日に同社の発行する普通株式を
当社が引受け、子会社化いたしま
した。当該株式引受の概要は以下
のとおりであります。 

 

 (3) 目的 

 有限会社トータル人事は、主に奈

良県を中心に製造請負業務を展

開しており、強固な地盤を構築し

ております。 

このたび有限会社トータル人事が

当社グループに加わり、「ロジステ

ィクス・サービス・プロバイダー」事

業の一翼を担うことは、当グルー

プの人材アウトソーシング事業の

強化に繋がるだけでなく、同社が

持つインフラの転用、ならびに当

社グループにおけるシナジー効

果を最大限に活用する事で、同社

の事業機会をなお一層拡大させ

るとともに、当グループのサービス

機能充実に貢献するものと考えま

す。 
３当社子会社である株式会社NAホｰ

ルディングスは平成18年1月11日
開催の取締役会に基づいて株式会
社エデックの全持分を取得し、完
全子会社化いたしました。 

(1) 対象会社の概要（平成17年12
月31日現在） 

① 商号 
株式会社エデック 

② 主な事業内容 
製造請負業 

③ 資本金 
10,000千円 

(2) 株式取得の内容 

① 株式取得方法 
  出資持分200株（発行済み 

  株式数100％）取得 

② 株式取得日 
平成18年1月11日 

③ 取得価額 

総額230,000千円 
④ 取得後の所有割合 

100％ 
(3) 目的 

  株式会社エデック人事は、主に奈
良県を中心に製造請負業務を展開し
ており、強固な地盤を構築しておりま
す。このたび株式会社エデック人事
が当社グループに加わり、「ロジステ
ィクス・サービス・プロバイダー」事業
の一翼を担うことは、当グループの人
材アウトソーシング事業の強化に繋
がるだけでなく、同社が持つインフラ
の転用、ならびに当社グループにお
けるシナジー効果を最大限に活用す
る事で、同社の事業機会 させるとと
もに、当グループのサービス機能 
充実に貢献するものと考えます。 

 
 

 (1) 対象会社の概要(平成17年４
月30日現在) 

  ① 商号 
    株式会社南王 
  ② 代表者 
    代表取締役 岩楯 昇 
  ③ 本店所在地 
    東京都中央区日本橋箱崎町

34-4 
  ④ 主な事業内容 
    検品納品代行、流通加工、

一般貨物輸送ほか 
  ⑤ 資本金 
    196,625千円 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

  (2) 株式取得の内容 

  ① 株式取得方法 

    第三者割当増資の引受 

  ② 株式取得日 

    平成17年８月19日 

  ③ 取得株式数 

    1,277,000株 

  ④ 取得価額 

    総額255,400千円(１株に

つき200円) 

  ⑤ 取得後の所有割合 

    54.89％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４当社は、平成18年１月16日開催の
取締役会において、友栄産業株式
会社および友栄フードデリバリー
ズ有限会社、友栄フード有限会社
の全株式を取得し完全子会社化す
ることを決議いたしました。 
(1) 対象会社の概要（平成17年12月

31日現在） 
《友栄産業株式会社》 
① 商号 

友栄産業株式会社 
② 主な事業内容 

飲食業 
③ 資本金 

10,000千円 
《友栄フードデリバリーズ 
有限会社》 
① 商号 

友栄フードデリバリーズ有限
会社 

② 主な事業内容 
フードデリバリー・宅配業 

③ 資本金 
3,000千円 

 
《友栄フード有限会社》 
① 商号 

友栄フード有限会社 
② 主な事業内容 

飲食業 
③ 資本金 

3,000千円 
(2) 株式取得の内容 
《友栄産業株式会社》 
① 株式取得方法 
  出資持分200株（発行済み  

  株式数100％）取得 
② 株式取得日 

平成18年1月20日 
③ 取得価額 

総額314,851千円 
④ 取得後の所有割合 

100％ 
《友栄フードデリバリーズ有限会

社》 
① 株式取得方法 

出 資 持 分 60 口 （ 持 分 総 数
100％）取得 

② 株式取得日 
平成18年1月20日 

③ 取得価額 
総額74,750千円 

④ 取得後の所有割合 
100％ 

《友栄フード有限会社》 
① 株式取得方法 
  出資持分 60 口（持分総数

100％）取得 
② 株式取得日 

平成18年1月20日 
③ 取得価額 

総額110,965千円 
④ 取得後の所有割合 

100％ 
  
 

 (3) 目的 

  ① 本事業における百貨店物

流(納品代行業務)、流通加

工業務のノウハウを当社の

ノウハウと融合することに

より幅広い事業展開が可能

であること。 

  ② 本事業の既存クライアン

トへの当社３PLノウハウが

提供可能なこと。 

  ③ 本事業の既存クライアン

トと当社とのアライアンス

により新しい物流サービス

の展開が可能なこと。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (3) 目的 
① 当社物流ノウハウを生かした材

料調達から加工、デリバリーまで
のロジスティクス概念の構築を行
い、新業態への進出を図ること
ができること。 

② 当社がBtoB、BtoC 配送業務お
よび温度帯管理の必要なデリバ
リー機能の構築とその提供がで
きること。  

③ 今後の消費動向の変化を本ビ
ジネスによりつかむことにより、
当社クライアントへのコンサルテ
ィング強化ができること。 

④ フードビジネスに精通した当社
経営陣のノウハウを活用できるこ
と。また人材派遣および請負業
務による人材提供が可能なこ
と。 

 

 

 

 


