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平成18年６月期 個別中間財務諸表の概要   

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 中間配当制度の有無 有・無 
 
中間配当支払開始日 平成―年―月―日 単元株制度採用の有無 有(１単元 株)・無 

 

1.  18年６月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日） 

(1) 経営成績               (注) 記載金額は百万円未満を切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 4,557 ( 7.5) 258 ( 68.1) 291 (204.5) 

 16年12月中間期 4,239 ( ― ) 153 ( ― ) 95 ( ― ) 

  17年６月期 11,104  669  596  

 
 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

 17年12月中間期 165 (245.7) 3,032 38 

 16年12月中間期 47 ( ― ) 1,100 79 

  17年６月期 375  7,943 19 
 
(注) ① 期中平均株式数 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

 ② 会計処理の方法の変更 有・無

 ③ 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) 配当状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金 
 円 銭 円 銭

 17年12月中間期  ―――――― ―――――― 

 16年12月中間期  ―――――― ―――――― 

  17年６月期 ――――――  ―――――― 

 

 

 

 
 
(3) 財政状態               (注) 記載金額は百万円未満を切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 13,037 6,838 52.5 115,082 73 

 16年12月中間期 8,107 4,119 50.8 80,365 91 

  17年６月期 13,082 4,476 34.2 87,273 12 
 
(注) ① 期末発行済株式数 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

 ② 期末自己株式数 17年12月中間期 2株 16年12月中間期 ―株 17年６月期 ―株

 

2.  18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日） 

１株当たり年間配当金
 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 

期末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通期 11,900 544 322 ――― ――― 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）5,934円49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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6. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 4,581,460 3,598,683 3,660,388 

 ２ 売掛金  1,149,013 1,830,640 4,684,897 

 ３ たな卸資産  ― 18,343 702 

 ４ 前渡金   ― 751,530 559,655 

 ５ 短期貸付金  ― 1,776,133 1,896,312 

 ６ その他 ※４ 360,160 192,535 157,798 

   貸倒引当金  △2,552 △5,589 △7,765 

    流動資産合計   6,088,081 75.1 8,162,277 62.6  10,951,991 83.7

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１ 255,618 254,959 254,623 

 ２ 無形固定資産  360,206 335,624 372,099 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  661,140 1,215,660 719,910 

  (2) 関係会社株式  222,000 1,358,396 222,000 

  (3)その他関係会社 
   有価証券 

 ― 700,000 ― 

  (4) 長期貸付金  215,452 512,054 152,243 

  (5) その他  305,678 540,575 438,879 

    貸倒引当金  △198 △41,639 △29,141 

   投資その他の 
   資産合計 

 1,404,072 4,285,048 1,503,891 

   固定資産合計   2,019,897 24.9 4,875,632 37.4  2,130,614 16.3

   資産合計   8,107,979 100.0 13,037,910 100.0  13,082,605 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 買掛金  815,642 894,067 3,807,194 

 ２ 短期借入金  1,410,000 3,530,000 3,220,000 

 ３ 一年以内償還予定 
   の社債 

※２ ― 100,000 100,000 

 ４ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

 16,685 ― ― 

 ５ 未払金  435,573 73,239 79,455 

 ６ 賞与引当金  3,204 3,397   － 

 ７ その他 ※４ 79,957 189,298 259,958 

   流動負債合計   2,761,063 34.1 4,790,003 36.7  7,466,608 57.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債 ※２ 100,000 ― ― 

 ２ 長期借入金  1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 ３ 繰延税金負債  64,908 198,296 72,250 

 ４ その他  62,531 211,279 67,238 

   固定負債合計   1,227,439 15.1 1,409,575 10.8  1,139,489 8.7

   負債合計   3,988,503 49.2 6,199,579 47.5  8,606,097 65.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,733,044 21.4 2,736,106 21.0  1,733,044 13.2

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  1,916,244 2,919,306 1,916,244 

   資本剰余金合計   1,916,244 23.6 2,919,306 22.4  1,916,244 14.6

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  3,500 3,500 3,500 

 ２ 任意積立金  2,102 1,536 2,102 

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益 

 367,401 860,979 695,285 

   利益剰余金合計   373,003 4.6 866,015 6.6  700,888 5.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  97,184 1.2 317,644 2.5  126,331 1.0

Ⅴ 自己株式  ― ― △742 △0.0 ― ―

   資本合計   4,119,475 50.8 6,838,330 52.5  4,476,508 34.2

   負債及び資本合計   8,107,979 100.0 13,037,910 100.0  13,082,605 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月31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   4,239,287 100.0 4,557,469 100.0  11,104,082 100.0

Ⅱ 売上原価   3,505,127 82.7 3,681,276 80.8  9,149,192 82.4

   売上総利益   734,159 17.3 876,192 19.2  1,954,890 17.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   580,576 13.7 618,037 13.5  1,285,154 11.6

   営業利益   153,583 3.6 258,155 5.7  669,736 6.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  10,606 0.3 75,384 1.6  21,198 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  68,565 1.6 42,406 0.9  94,307 0.8

   経常利益   95,624 2.3 291,132 6.4  596,627 5.4

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  1,598 1,598 0.0 ― ― ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※３ 2,624 ― 3,024 

 ２ 関係会社整理損  3,574 ― 3,574 

 ３ 支払補償金  ― 6,198 0.2 7,000 7,000 0.2 ― 6,598 0.1

  税引前中間(当期) 
  純利益 

  91,024 2.1 284,132 6.2  590,028 5.3

  法人税、住民税 
  及び事業税 

※５ 25,559 116,708 224,391 

  法人税等調整額 ※５ 17,702 43,261 1.0 2,297 119,005 2.6 △10,008 214,382 1.9

  中間(当期)純利益   47,762 1.1 165,127 3.6  375,646 3.4

  前期繰越利益   319,639 695,852  319,639

  中間(当期) 
  未処分利益 

  367,401 860,979  695,285
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(イ)有価証券 

子会社株式及び関連

会社株式 

 移動平均法による

原価法 

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 

子会社株式及び関連

会社株式 

 同 左 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  同 左 

(イ)有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式 

 同 左 

 

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)たな卸資産 

  仕掛品 

   個別法による原価法

(ロ)たな卸資産 

  仕掛品 

   同 左 
    
２ 固定資産の減価償

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 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び 
構築物 

８～31年

機械装置 
及び運搬具 

２～17年

その他 ４～15年
 

(イ)有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

  同 左 

 その他の有形固定資産 

  同 左 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び 
構築物 

８～31年

機械装置 
及び運搬具 

２～17年

その他 ４～15年
 

(イ) 有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

  同 左 

 その他の有形固定資産 

  同 左 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び 
構築物 

８～31年

機械装置 
及び運搬具 

２～17年

その他 ４～15年
 

    
 (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 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) 

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

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 （ロ）賞与引当金  

 従業員に対する賞与の支

給に備えるため、中間期末

に在籍している従業員に係

る支給見込額のうち、当中

間期の負担に属する額を計

上しております。 

（ロ）賞与引当金  

   同 左 

（ロ）賞与引当金  

 従業員に対する賞与の支

給に備えるため、期末に在

籍している従業員に係る支

給見込額のうち、当期の負

担に属する額を計上してお

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、当事業年度に負担すべ

き支給見込額を計上してお

りましたが、当事業年度よ

り賞与支給制度の見直しを

行い、当事業年度において

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、当事業年度

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額はあ

りません。 

４ 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 その他(中間)財務

諸表作成のための

基本となる重要な

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) 

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

前事業年度 
(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、税引前中間純利益は同

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、税引前当期純利益は同

額多く計上されておりま

す。 
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会計処理の変更 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前事業年度 
(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 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
 至 平成16年12月31日) 

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

  

          ――――― 

 

〔中間貸借対照表） 

１．前中間会計期間において流動資産の「その他」に 

  含めて表示しておりました「前渡金」（前中間会 

  計期間638千円）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。 

 ２．前中間会計期間において流動資産の「その他」に 

  含めて表示しておりました「短期貸付金」（前中 

  間会計期間236,349千円）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 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

130,901千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

178,892千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

155,068千円

   

※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 

    一年以内償還 100,000千円

予定社債 
 

※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 

    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。 

   当事業年度末の貸出コミット

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
 

   

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

－ 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 7,482千円

受取配当金 649千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 66,614千円

受取配当金 714千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 16,262千円

受取配当金 3,142千円
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 7,775千円

社債利息 458千円

公開準備費用 40,197千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 15,347千円

社債利息 456千円

支払手数料   25,361千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 19,443千円

社債利息 910千円

公開準備費用  40,837千円

     

   

※３ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物 2,624千円
 

― 

※３ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。 

建物 2,624千円

その他 400千円

計 3,024千円
 

   

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 20,861千円

無形固定資産 7,123千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 24,113千円

無形固定資産 43,918千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 48,696千円

無形固定資産 47,327千円
 

   

※５ 税効果会計 

   中間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、当中間会

計期間に係る全額を計算してお

ります。 

※５ 税効果会計 

 同 左 

    

― 
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リース取引関係 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前事業年度 
(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 

8,397 1,776 6,621 

合計 61,296 9,414 51,881 

 

(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

53,028 18,487 34,540

車輌 
運搬具

8,397 3,633 4,764

合計 61,426 22,121 39,305

 

(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

8,397 2,704 5,692

合計 61,426 15,719 45,706

 

   

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 12,176千円

１年超 40,646千円

合計 52,822千円
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 12,382千円

１年超 28,070千円

合計 40,452千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 12,198千円

１年超 34,308千円

合計 46,506千円
 

   

(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 3,934千円

減価償却費 
相当額 

3,659千円

支払利息 
相当額 

464千円

 

(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 6,747千円

減価償却費 
相当額 

6,257千円

支払利息 
相当額 

693千円

 

(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 13,207千円

減価償却費 
相当額 

12,236千円

支払利息 
相当額 

1,634千円

 
   

(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

 

― 

２ オペレーティング・リース取引

 

― 
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有価証券関係 

(前中間会計期間) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(当中間会計期間) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(前事業年度) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 
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１株当たり情報 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前事業年度 
(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 80,365円91銭
 

１株当たり純資産額 115,082円73銭
 

１株当たり純資産額 87,273円12銭
 

１株当たり中間純利益 1,100円79銭
 

１株当たり中間純利益 3,032円38銭
 

１株当たり当期純利益 7,943円19銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

1,045円39銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

2,968円48銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

7,526円79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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

中間損益計算書上の中間(当期)純
利益(千円) 

47,762 165,127 375,646

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円) 

47,762 165,127 375,646

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) 

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

前事業年度 
(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。当該株式取
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。 
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 

 
 

 

１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) 

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

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 《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 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。

 

 (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。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 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。 

 (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 

  (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％ 

 (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。 

  

 

 

 
 
 


