
 

 
平成 19年 6月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 平成 18年 11月 17日 

上場会社名 ワールド・ロジ株式会社 （コード番号：９３７８   Ｓ・Ｇ） 
（ＵＲＬ http://www.world-logi.co.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表者役職 代表取締役 上井 健次 （ＴＥＬ： （06）6569 ― 6333） 
              責任者役職 管理本部総務グループ部長 勝田 晃範 
 
   
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

  
① 最近連結会計年度からの会計処理の方法の
変更の有無 

 

： 有・無 

② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 
 

： 有・無 

（内容） 
・連結（新規） 1社  （除外） ３社 ・持分法（新規） ―社 （除外） ―社 

 
 
③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無  ： 有・無 

 
 
２ 平成 19年６月期第１四半期の財務・業績概況（平成 18年７月１日 ～ 平成 18年９月 30日） 
(1) 経営成績（連結）の進捗状況                       （単位：百万円未満切捨て） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      当期(四半期)       

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年６月期第１四半期 9,225（132.9） 100（13.6）  38（△59.9） 76（2,552.3）
18年６月期第１四半期 3,960  （―） 88 （―） 95   （―）    2  （―） 
(参考)18年６月期 25,505     1,029    942        223       

 
 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

19年６月期第１四半期 1,283  84 1,278  09 
18年６月期第１四半期  56  15  55  51 
(参考)18年６月期 3,918  44 3,775 54 

 （注）① 期中平均株式数 平成 19年６月期第一四半期 59,573株  
              平成 18年６月期第一四半期 51,352株 平成 18年６月期 56,927株 
    ② 売上高，営業利益等におけるパーセント表示は，対前年同四半期比増減率を示す。 
［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当連結第一四半期（平成 18年７月１日から平成 18年 9月 30日まで）におけるわが国経済は金利上昇懸
念や米国経済成長の鈍化による日本経済への影響など不安材料があったものの、企業収益、設備投資の増加
が続くなど、景気は引き続き回復基調で推移しました。 
 このような環境のもと、当社グループはコンサルティングを中心とした、３PL事業、人材アウトソーシン
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るとともに、多岐にわたる顧客ニ
ーズに対応すべくその他関連業務の充実および積極的な業容拡大に努めてまいりました。 
 この結果当第１四半期連結会計期間の売上高は 9,225 百万円、営業利益は 100 百万円、経常利益は 38 百
万円、四半期（当期）純利益は 76百万円となりました。 
 
事業セグメント別の業績は以下のとおりであります。 
（３PL事業） 
 既存クライアントの取扱量はほぼ堅調に推移しましたが、人件費負担増等の原価率の上昇により、流通加
工コストが一時的に増加しました。その結果、売上高 2,026百万円、営業利益 50百万円となりました。 



 

（人材アウトソーシング事業） 
 企業業績の回復による需要拡大を背景に、主要業務である人材派遣事業、軽作業請負事業ともに堅調に推
移いたしました。また子会社の統合など、積極的な業務効率化と原価改善を行った結果、売上高 1,325 百万
円、営業利益 227百万円となりました。 
 
（納品代行事業） 
 事業の進捗および、株式会社南王のリストラクチャリング計画については予定どおり進捗しておりますが、
季節変動要因があるため、売上高 2,565百万円、営業損失 51百万円となりました。 
 
（リサイクル事業） 
 既存クライアントへの販売量が堅調に推移した結果、売上高 315 百万円、営業利益 48 百万円となりまし
た。 
 
（ドラックストア事業） 
 平成 18年７月に株式会社エム.アイ.ケーを連結子会社化したことにより、ドラックストア事業が新たに加
わりました。その結果、売上高 2,177百万円、営業利益 75百万円となりました。 
 
（その他事業） 
 その他事業については、売上高 814百万円、営業損失 16百万円となりました。 
 
 
(2) 財政状態（連結）の変動状況 
 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

19年６月期第１四半期 24,426  6,885  28.2  111,447  66 
18年６月期第１四半期 19,766  4,599  23.2  89,171  22 
(参考)18年６月期 22,898  6,852  29.9  110,252  34 

 
【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

19年６月期第１四半期 584  △631  △1,075   5,653  
18年６月期第１四半期 △165  △313  2,075   5,776  
(参考)18年６月期 199  1,287  1,103   6,775  

 
［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 
 当第１四半期連結会計期間における総資産は 24,426百万円となり、前連結会計年度末と比較して 1,527百
万円増加しました。これは受取手形及び売掛金が 918百万円、その他有形固定資産 364百万円、差入保証金
が 456百万円増加した一方で、現金及び預金が 1,111百万円減少したことによるものであります。 
 負債につきましては、前連結会計年度と比較して 1,494百万円増加し、17,540百万円となりました。これ
は支払手形及び買掛金が 1,666百万円増加した一方で、長期借入金が 164百万円減少したことによるもので
あります。 
[キャッシュ・フロー計算書] 
 連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが 584百万円増加し
ており、その内訳の主なものは売上債権の減少による 593百万円、未収入金の減少額 293百万円、仕入債務
の増加額 837百万円等であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは 631百万円支出しており、その内訳の主なものは投資有価証券の取

得による支出 278百万円、連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 706百万円、長期貸付金
の回収による 425百万円等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは 1,075百万円支出
しており、その内訳の主なものは、短期借入れによる収入 791百万円等によるものであります。 
その結果、当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は 5,653百万円となりました。 
 
 
 
 



 

３ 平成 19年６月期の連結業績予想（平成 18年 ７月 １日 ～ 平成 19年 ６月 30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 37,000   1,200   620   
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  10,407円 75銭 
 
［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 
業績につきましては、平成18年８月17日「平成18年６月期 決算短信（連結）」にて発表しております業績

予想の修正の予定はございません。  

 
※ 上記の業績予想については、発表日現在における事業環境及び入手可能な情報に基づくものであり、今
後様々な要因によって上記予想と実際の業績が異なる結果となる可能性があります。 



 

１ 【四半期連結財務諸表等】 

(1) 【四半期連結財務諸表】 

① 【四半期連結貸借対照表】 

 

  前第１四半期連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間
末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結 
貸借対照表  

(平成18年６月30日) 

区分  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 5,776,014 5,678,893  6,789,971

２ 受取手形及び売掛金  3,783,953 4,390,494  3,472,272

３ たな卸資産  119,812 782,200  15,781

４ 短期貸付金  948,745 88,255  306,427

５ その他  1,085,907 1,065,441  1,153,669

  貸倒引当金  △29,249 △48,869  △32,232

流動資産合計  11,685,184 59.1 11,956,417 49.0 11,705,891 51.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

 (1)土地 ※2 3,415,685 985,290  1,060,728

 (2)その他 ※2 461,981 1,655,807  1,291,245

    有形固定資産合計  3,877,667 2,641,098  2,351,974

２ 無形固定資産   

 (1)連結調整勘定  1,037,418 ―  4,009,018

 (2)のれん  ― 4,104,024  ―

 (3)その他  432,364 329,657  288,987

    無形固定資産合計  1,469,782 4,433,682  4,298,005

３ 投資その他の資産   

(1) 差入保証金  1,400,441 2,288,145  1,831,564

(2) 信託不動産 ※2.4 ― 1,354,575  1,337,027

(3) その他  1,345,727 1,744,159  1,384,263

貸倒引当金  △37,179 △67,762  △94,192

投資その他の資産
合計 

 2,708,989 5,319,117  4,458,663

固定資産合計  8,056,438 40.8 12,393,898 50.7 11,108,643 48.5

Ⅲ 繰延資産  24,729 0.1 75,989 0.3 83,974 0.4

資産合計  19,766,352 100.0 24,426,305 100.0 22,898,509 100.0

   



 

 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当第１四半期 
連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結貸借対照表  
(平成18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   1,707,124 3,099,170  1,432,529

２ 一年以内償還予定の社債 ※2 100,000 14,000  14,000

３ 短期借入金 ※2 6,283,907 6,427,964  6,686,807

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※2 541,680 515,314  467,479

５ 未払法人税等  108,014 33,758  302,972

６ 賞与引当金  4,918 31,576  68,663

７ 事業整理引当金  233,464 ―  ―

８ その他  1,242,714 2,017,078  1,390,376

流動負債合計  10,221,825 51.7 12,138,862 49.7 10,362,829 45.3

Ⅱ 固定負債   

１ 転換社債  1,900,000 ―  ―

２ 社債 ※2 ― 98,000  28,000

３ 長期借入金 ※2 1,239,262 4,280,188  4,444,637

４ 退職給付引当金  944,616  ―  ―

５ 役員退職慰労引当金  91,054 ―  ―

６ その他  484,122 1,023,363  1,210,383

固定負債合計  4,659,055 23.6 5,401,552 22.1 5,683,020 24.8

負債合計  14,880,880 75.3 17,540,415 71.8 16,045,850 70.1

 （少数株主持分）   

少数株主持分  285,485 1.4 ― ― ― ―

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  1,783,044 9.0 ― ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金  1,970,884 10.0 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金  726,750 3.7 ― ― ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  119,509 0.6 ― ― ― ―

Ⅴ 自己株式  △200 0.0 ― ― ― ―

資本合計  4,599,986 23.3 ― ― ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 19,766,352 100.0 ― ― ― ―

   

 



 

 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当第１四半期 
連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結貸借対照表  
(平成18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
(％)

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金   ―  2,745,294  2,745,294

２ 資本剰余金  ― 2,933,134  2,933,134

３ 利益剰余金  ― 1,023,344  946,864

４ 自己株式  ― △742  △742

株主資本合計  ― ― 6,701,029 27.5 6,624,549 28.9

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 ― △63,181  △56,707

評価・換算差額等合計  ― ― △63,181 △0.3 △56,707 △0.2

Ⅲ 新株予約権  ― 1,200 0.0 ― ―

Ⅳ 少数株主持分  ― ― 246,841 1.0 284,817 1.2

純資産合計  ― ― 6,885,889 28.2 6,852,659 29.9

負債及び純資産合計  ― ― 24,426,305 100.0 22,898,509 100.0

   

 
 



 

 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年７月１日
至 平成17年９月30日)

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結損益計算書 
(平成18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  3,960,598 100.0 9,225,851 100.0 25,505,527 100.0

Ⅱ 売上原価  3,252,447 82.1 7,742,268 83.9 20,827,526 81.7

売上総利益  708,151 17.9 1,483,583 16.1 4,678,001 18.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 619,833 15.7 1,383,287 15.0 3,648,816 14.3

    営業利益  88,318 2.2 100,296 1.1 1,029,184 4.0

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  28,729 5,139 61,855 

 ２ 受取配当金  2 236 2,144 

 ３ 受取手数料  3,510 10,246 17,017 

 ４ 雑収入  1,859 13,292 48,445 

  営業外収益合計  34,101 0.9 28,915 0.3 129,463 0.5

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  9,189 39,099 107,733 

 ２ 新株発行費  ― ― 3,387 

 ３ 支払手数料  9,238 26,635 64,664 

 ４ 商品廃棄損  4,537 6,170 15,790 

 ５ 雑損失  3,551 18,850 24,982 

  営業外費用合計  26,515 0.7 90,756 1.0 216,557 0.8

    経常利益  95,903 2.4 38,454 0.4 942,090 3.7

Ⅵ 特別利益   

 １ 投資有価証券売却益  ― 3,321 232,498 

 ２ 事業整損失引当金の 
   戻入益 

 ― ― 201,500 

 ３ 退職給付終了益  ― ― 143,479 

 ４ 固定資産売却益 ※２ ― 52,060 5,522 

 ５ その他 ※３ ― 7,313 52,857 

   特別利益合計  ― ― 62,695 0.7 635,858 2.5

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産売却損 ※４ ― 141 8,795 

 ２ 固定資産除却損 ※５ ― ― 369,970 

 ３ 構造改善費用 ※６ ― ― 712,724 

 ４ その他 ※８ 592 ― 149,665 

   特別損失合計  592 0.0 141 0.0 1,241,155 4.9

税引前四半期（当期）純利益  95,311 2.4 101,008 1.1 336,793 1.3

法人税、住民税及び事業税  93,303 2.3 18,630 0.2 409,956 1.6

法人税等調整額 ※９ 14,815 0.4 31,791 0.3 △422,019 △1.7

少数株主利益  ― ― ― ― 125,790 0.5

少数株主損失  15,691 0.4 25,893 0.2 ― ―

四半期（当期）純利益  2,883 0.1 76,479 0.8 223,065 0.9

   

 



 

 
③ 【四半期連結剰余金計算書】 

 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,920,884 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株の発行  50,000 50,000 

Ⅲ 資本剰余金四半期残高  1,970,884 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  723,866 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 四半期純利益  2,883 2,883 

Ⅲ 利益剰余金四半期残高  726,750 

 



 

株主資本等変動計算書 
当第１四半期連結会計期間 (自 平成18年７月１日至 平成18年９月30日) 

（単位：千円）   
株   主   資   本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年６月30日残高 2,745,294 2,933,134 946,864 △742 6,624,549

当事業年度中の変動額  

新株の発行 ― ― ― ― ―

四半期純利益 ― ― 76,479 ― 76,479

自己株式の取得 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の四半期連結会
計期間中の変動額（純額)  

― ― ― ― ―

当四半期連結会計期間の変動
額合計 

― ― 76,479 ― 76,479

平成18年９月30日残高 2,745,294 2,933,134 1,023,344 △742 6,701,029

 

 
（単位：千円） 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

少数株主持分 新株予約権 純資産合計 

平成18年６月30日残
高 

△56,707 △56,707 284,817 ― 6,852,659

当連結会計年度中の
変動額 

  

新株の発行 ― ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― ― 76,479

自己株式の取得 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の 
当四半期連結会計期間
の中変動額（純額)  

△6,473 △6,473 △37,975 1,200 △43,249

当四半期連結会計期
間中の変動額合計 

△6,473 △6,473 △37,975 1,200 33,230

平成18年９月30日残
高 

△63,181 △63,181 246,831 1,200 6,885,889

 



 

前連結会計年度 (自 平成17年７月１日至 平成18年６月30日) 
（単位：千円）  

株   主   資   本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年６月30日残高 1,733,044 1,920,884 723,866 ― 4,377,794

当事業年度中の変動額  

新株の発行 1,012,250 1,012,250 ― ― 2,024,500

当期純利益 ― ― 223,065 ― 223,065

自己株式の取得 ― ― ― △742 △742

新規連結による剰余金減少
額 

― ― △67 ― △67

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額)

― ― ― ― ―

当連結会計年度中の変動額合
計 

1,012,250 1,012,250 222,997 △742 2,246,754

平成18年６月30日残高 2,745,294 2,933,134 946,864 △742 6,624,549

 

 
（単位：千円） 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額 
等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年６月30日残高 127,194 127,194 82,004 4,586,993

当連結会計年度中の変動
額 

 

新株の発行 ― ― ― 2,024,500

当期純利益 ― ― ― 223,065

自己株式の取得 ― ― ― △742

新規連結による剰余金
減少額 

― ― ― △67

株 主 資本以外の 項目の 
当 連 結会計年度 中変動
額（純額)  

△183,902 △183,902 202,813 18,910

当連結会計年度中の変動
額合計 

△183,902 △183,902 202,813 2,265,665

平成18年６月30日残高 △56,707 △56,707 284,817 6,852,659

 



 

  
④ 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前第１四半期連結会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日)

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30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17年７月１日 
至 平成18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     

税金等調整前四半期（当期）純利益  95,311 101,008 336,793 

減価償却費  14,403 74,996 254,782 

その他償却額  27,551 19,355 14,181 

連結調整勘定償却額  13,819 ― 122,381 

のれん償却額  ― 53,252 ― 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △6,657 △42,792 52,517 

賞与引当金の増加額（△減少額）  4,503 △48,626 57,130 

退職給付引当金の減少額  ― ― △283,339 

受取利息及び受取配当金  △28,731 △5,375 △61,855 

支払利息  9,189 39,099 107,733 

投資有価証券売却益  ― △3,321 △224,612 

有形固定資産売却損益  ― △51,918 3,272 

有形固定資産等除却損  ― ― 369,970 

構造改善費用  ― ― 528,950 

売上債権の減少額（△増加額）  2,731,418 △593,911 3,407,698 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △36,375 △18,570 25,598 

未収入金の減少額（△増加額）  ― 293,130 △61,044 

前払費用の減少額（△増加額）  △46,177 35,784 △17,339 

仕入債務の増加額（△減少額）  △2,818,983 837,875 △2,875,502 

未払金の増加額（△減少額）  93,139 △82,127 △47,827 

未払費用の増加額（△減少額）  3,545 41,484 △344,794 

株式報酬費用  ― 1,200 ― 

その他  108,808 263,176 △722,652 

小計  164,764 913,722 642,041 

利息及び配当金の受取額  26,462 931 61,068 

利息の支払額  △8,805 △44,298 △105,017 

法人税等の支払額  △348,087 △285,493 △398,976 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △165,665 584,861 199,116 



 

 

  
前第１四半期連結会計期間
(自 平成17年７月１日
至 平成17年９月30日)

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30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17年７月１日
至 平成18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     

定期預金の払戻しによる収入  ― △898 36,936 

有形固定資産の取得による支出  △2,684 △199,721 △1,365,297 

有形固定資産の売却による収入  ― 125,707 4,399,560 

信託不動産の取得による支出   △31,071 △1,369,240 

無形固定資産の取得による支出  △900 △46,106 △112,101 

無形固定資産の売却による収入  ― ― 70,000 

その他償却資産の取得による支出  △88,487 △6,720 △138,519 

投資有価証券の取得による支出  305,323 △278,224 △741,246 

投資有価証券の売却による収入  15,000 63,624 359,750 

関係会社株式の取得による支出  ― ― △47,687 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株
式の取得による支出 

 ― △706,176 △963,619 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株
式の売却による支出 

 ― ― △30,900 

短期貸付金の純増減  △512,400 5,320 1,239,419 

長期貸付けによる支出  ― ― △1,971,267 

長期貸付金の回収による収入  1,437 425,286 2,052,242 

差入保証金の差入による支出  △38,706 ―  

その他  7,666 17,587 △130,196 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △313,751 △631,392 1,287,832 

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  5,250,000 1,975,606 16,787,497 

短期借入金の返済による支出  △5,170,000 △2,767,000 △18,075,430 

長期借入による収入  ― ― 1,671,180 

長期借入金の返済による支出  △4,363 △284,063 △1,242,120 

社債発行による収入  2,000,000 ― 42,000 

社債償還による支出  △100,000 ― △100,000 

株式の発行による収入  100,000 ― 2,024,500 

少数株主の増資引受による払込額  ― ― ― 

その他  △200 ― △4,130 

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,075,435 △1,075,457 1,103,496 

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） 

 1,596,018 △1,121,987 2,590,446 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,179,996 6,775,421 4,179,996 

Ⅶ 連結会社と非連結会社との合併によ  
  る現金及び現金同等物の増加額 

 ― ― ― 

Ⅷ 新規連結による現金及び現金同等物の
増加高 

 ― ― 4,979 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高  5,776,014 5,653,433 6,775,421 

     

 
 
 
 
 
 



 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18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  11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 

㈱南王 

㈱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  19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 

㈱WLソリューションズ 

㈱NAホールディングス 

㈱日本アシスト 

㈱WLパートナーズ 

㈱あにまーと 

㈱南王 

㈱大信運送 

有限責任中間人 VWLHOLDINGS 

㈲ＶＷＬ 

㈲ＶＷＬ瀬戸 

㈲ＶＷＬ瀬戸２ 

㈱エデック 

㈱TWレストランツ 

アサヒ運輸㈱ 

アサヒサービス㈱ 

アサヒビジネスネットワーク

㈱ 

㈱リサイクル・アンド・イコ

ール 

㈱エム.アイ.ケー 

(イ)連結子会社の数  21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 

㈱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 

有限責任中間人 VWLHOLDINGS 

㈲ＶＷＬ 

㈲ＶＷＬ瀬戸 

㈲ＶＷＬ瀬戸２ 

㈱エデック 

㈲トータル人事 

㈱TWレストランツ 

アサヒ運輸㈱ 

アサヒサービス㈱ 

アサヒビジネスネットワーク

㈱ 

㈱リサイクル・アンド・イコ

ール 

  ㈱スーパーテックは、平成18

年７月１日を合併期日として、

㈱スリークに吸収合併され、商

号を㈱WLソリューションズと

変更いたしました。 

㈱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、

連結財務諸表に含めておりま

す。 

  ㈱アウトソーシング・ジャパ

ンは、平成18年７月１日を合併

期日として、㈱NAホールディン

グスに吸収合併されておりま

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、当連結会計年度

より連結子会社となってお

り、連結財務諸表に含めてお

ります。 

  ㈲トータル人事は、平成18

年７月１日を合併期日として、

㈱エデックに吸収合併されて

おります。 

 ㈱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、当連結会計年度

より連結子会社となってお 

り、連結財務諸表に含めてお

ります。なお、同社は、平成

18年５月17日を合併期日とし

て、アサヒ運輸㈱を存続会社

とする合併を行っておりま

す。 



 

 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

  ㈱エム.アイ．ケーについて

は平成18年７月３日に株式の

100％を取得して、当四半期連

結会計期間より連結子会社と

なり、平成18年７月１日をみな

し取得日として四半期連結財

務諸表に含めております。 

有限中間法人VWLHOLDINGS

及び㈲VWL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、当連結会計年度におい 

て、有効な支配従属関係が生

じたため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めておりま

す。 

   当連結会計年度において、

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。 

   当連結会計年度において、㈱

WLパートナーズは、㈱United 

LogisticsPartners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。 

   ㈱エデック及び㈲トータル

人事については、平成18年１

月11日に株式の100％を取得

して、当連結会計年度より連

結子会社となっており、連結

財務諸表に含めております。 

   友栄産業㈱、友栄フード㈲

及び友栄フードデリバリーズ

㈲については平成18年１月20

日に株式の100％を取得して、

当連結会計年度より連結子 

会社となり、連結財務諸表に

含めております。なお、当該

３社は、平成18年４月１日を

合併期日として合併してお

り、商号を㈱TWレストランツ

と変更しました。 

   アサヒ運輸㈱、アサヒサービ

ス㈱及び㈱アサヒビジネスネ

ットワークについては、平成

18年３月１日にアサヒ運輸㈱ 

    

 



 

 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

   

の株式96.1％、アサヒサービ

ス㈱の株式81.5％及び㈱アサ

ヒビジネスネットワークの株

式78.5％を取得し、当連結会

計年度より連結子会社となっ

ており、連結財務諸表に含め

ております。 

   ㈱リサイクル・アンド・イ

コールについては、平成18年

３月30日に株式の75.3％を取

得して、当連結会計年度より

連結子会社となっており、連

結財務諸表に含めておりま

す。 

   ㈱イノベーションについて

は、平成18年６月30日に全株

式を売却したため、当連結会

計年度において、非連結子会

社となっており、同日まで 

の期間の損益計算書及びキ

ャッシュ・フロー計算書のみ

を連結しております。 

 (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 

有責任中間法人 UWPHOLDINGS

㈲ＵＷＰ 

連結の範囲から除いた理由 

同社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、

四半期純損益及び利益剰余金

等は、いずれも四半期連結財

務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

(ロ)主要な非連結子会社の

名称等 

有 責 任 中 間 法 人 

UWPHOLDINGS 

㈲ＵＷＰ 

連結の範囲から除いた理由

当連結会計年度に新たに設

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、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務

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)持分法適用の関連会社数

持分法適用の関連会社はあ

りません。 

(イ)持分法適用の関連会社数

同左 

   

(イ)持分法適用の関連会社数

同左 

 

 (ロ)持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社数 

該当事項はありません。 

（ロ）持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会社

数  2社 

有責任中間法人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

れ四半期純損益及び利益剰余

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

（ロ）持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会社

数  2社 

有責任中間法人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

れ当期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性

 



 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

  がないため、持分法の適用か 

ら除外しております。 

がないため、持分法の適用か 

ら除外しております。 

３ 連結子会社の四

半期決算日（決算

日）に関する事項 

連結子会社のうち、㈱イノベ

ーション及び㈱スリークの四

半期決算日は６月30日であり

ます。また、㈱南王の四半期決

算日は７月31日であります。 

四半期連結財務諸表の作成に

当たっては同日現在の四半期

財務諸表を使用し、四半期連

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、有限責

任中間法人VWLHOLDINGS、㈲Ｖ

ＷＬの四半期決算日は、７月

31日であります。四半期連結

財務諸表の作成に当たって

は、同日現在の四半期財務諸

表を使用し、四半期連結決算

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、有限責

任中間法人VWLHOLDINGS、㈲Ｖ

ＷＬの決算日は、４月30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。 

 なお、㈱スリーク及び㈱イ

ノベーションの決算日は従来

３月31日でしたが、決算期を

６月30日に変更したため同日

までの期間の損益計算書及び

キャッシュ・フロー計算書を

連結の範囲に含めておりま

す。 

 ㈱南王、㈲ＶＷＬ瀬戸及び

㈲ＶＷＬ瀬戸２の決算日は従

来４月30日でしたが、決算期

を６月30日に変更したため同

日までの期間の損益計算書及

びキャッシュ・フロー計算書

を連結の範囲に含めておりま

す。 

 

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 

四半期会計期間末日の市場

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 

四半期会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法によ

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 

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 

同左 

 

 (ハ)たな卸資産  

個別法による原価法 

(ハ)たな卸資産 

同左 

 

(ハ)たな卸資産 

同左 

 

 

    

 



 

 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 (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) 

同左 

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 

 

 （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 

 (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、四半期の負担に属する

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。 

 

 （ハ）退職給付引当金 

㈱南王は従業員の退職給付

に備えるため当連結会計年度

における退職給付債務の見込

額に基づき、当四半期連結会計

期間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

の発生時における従業員の平

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

ることとしています。 

（ハ）退職給付引当金 

――――― 

 

 

（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㈱南王は、平成18年４月30

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、特別利益として

退職給付終了益143,479千円を

計上しております。また、㈱大

信運送においても退職給付制

度廃止の確定に伴い退職給付

引当金591千円を固定負債「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

 



 

 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 （ニ）役員退職慰労引当金 

㈱南王は役員の退職慰労金

の支出に備えるため内規に基

づく四半期連結会計期間末要

支給額を計上しております。 

 

 

――――― 

 

（ニ）役員退職慰労引当金 

――――― 

（追加情報）  

従来、役員退職慰労引当金

を計上しておりました連結子

会社である㈱南王は、平成18

年４月30日付で役員退職慰労

金制度を廃止しております。 

これに伴い、役員退職慰労引

当金を全額取崩し、特別利益

として役員退職慰労引当金戻

入益10,759千円を計上してお

ります。 

 （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)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。 

 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

  (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。当連結会計年度に

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 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対

象、ヘッジ方針 

同左 



 

 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

  (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。 

 

(ハ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(6) その他（四半

期）連結財務諸表

作成のための重

要な 

 

(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 

 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。 

社債発行費は、商法施行規

則に規定する最長期間（３年）

で均等償却しております。 

 創立費は5年で均等償却し

ております。  

 開業費は5年で均等償却し

ております。 

社債発行費は支払い時に全

額費用として処理しておりま

す。 

 

  

 

５ 四半期連結キャッ

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か月以内に

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 

 



 

 

会計処理の変更 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17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） 

  当四半期連結会計期間より、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」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適用

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。 

―――――― (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）を当連

結会計年度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。 

―――――― ―――――― (連結貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準) 

当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第5号 平成17年12

月9日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第8号 平成

17年12月9日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、6,567,841千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。  

―――――― ―――――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計第4号 平成

17年11月29日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 （ストック・オプション等に関する会

計基準等） 

 当四半期連結会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年５月31日 企業会計

基準適用指針第11号）を適用しており

ます。 

 これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益が1,200

千円減少しております。 

 



 

表示方法の変更 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

―――――― （四半期連結貸借対照表） 

 前四半期連結会計期間末において、無形固定資産の区分

において、区分掲記していた「連結調整勘定」は、当四半

期連結会計期間から、「のれん」として表示しております。

 

―――――― （四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前四半期連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当四半期連結会計期間から

「のれん償却額」として表示しております。 

 



 

注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,384,825千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,897,591千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,074,135千円 

※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 

  一年以内償還予定 

の社債       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。 

当第１四半期連結会計年度末の

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  4,000,000千円 

借入実行残高   2,000,000千円 

 差 引     2,000,000千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

１ 責任財産限定債務（ノンリコースロ

ーン） 

 （１）担保に供している資産 

 信託不動産   1,354,575千円 

 土地       647,036千円 

 （２）担保付債務 

 一年内返済予定の長期借入金 

           31,080千円 

 長期借入金   1,507,650千円 

本債務は、上記(1）の担保提供資産

を含む㈲VWL、㈲VWL瀬戸2を対象に融

資されたもので、返済は同社の保有

資産の範囲内に限定されるものであ

ります。 

２ 上記以外の債務に対する担保提  

  供資産 

(１)担保に供している資産 

   土地      276,955千円 

    建物及び構築物 173,892千円 

     

(２)担保付債務 

  短期借入金    8,000千円 

一年内返済予定 

の長期借入金  116,603千円 

    一年内返済 

予定社債     14,000千円 

    長期借入金   288,634千円 

    社債       28,000千円 

     

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。 

当第１四半期連結会計年度末の貸出

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  6,000,000千円 

借入実行残高   3,000,000千円 

 差 引     3,000,000千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

１ 責任財産限定債務（ノンリコー

スローン） 

 （１）担保に供している資産 

 信託不動産   1,337,027千円 

 土地       647,036千円 

 （２）担保付債務 

 一年内返済予定の長期借入金 

            31,080千円 

 長期借入金    1,515,420千円 

本債務は、上記(1）の担保提供資

産を含む㈲VWL、㈲VWL瀬戸2を対

象に融資されたもので、返済は同

社の保有資産の範囲内に限定さ

れるものであります。 

２ 上記以外の債務に対する担保提 

  供資産 

(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 180,295千円

土地      356,452千円

(２)担保付債務 

  短期借入金  500,000千円 

一年内返済予定 

の長期借入金 283,293千円 

    一年内返済 

予定社債    14,000千円 

    長期借入金  340,715千円 

    社債      28,000千円 

     

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  6,000,000千円 

借入実行残高   4,000,000千円 

 差 引     2,000,000千円 

 



 

 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年６月30日) 

―――――― 

※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  774,939千円 

 土地       577,263千円 

その他        2,372千円 

※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  757,203千円 

 土地       577,263千円 

その他        2,560千円 

   



 

(四半期連結損益計算書関係) 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
 至  平成18年６月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

 給与手当     195,811千円 

支払手数料     68,364千円 

 地代家賃      63,190千円 

賞与引当金繰入額  4,586千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

給与手当     419,913千円 

地代家賃     167,391千円 

賞与引当金繰入額  18,834千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主なも

の 

 給与手当     1,130,523千円 

 賞与引当金繰入額   11,515千円 

  

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

――――― 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

土地 51,805千円 

その他 255千円 

   

 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び 

運搬具 
4,821千円 

その他 700千円 
 

※３ その他（特別利益）の内訳 

――――― 

※３ その他（特別利益）の内訳 

 

持分変動利益 

 

5,979千円 

貸倒引当金 

戻入益 

 

1,334千円 

  
 

※３ その他（特別利益）の内訳 

貸倒引当金 

戻入益 

 

10,098千円 

保険積立金 

譲渡益 

 

31,999千円 

役員退職慰労 

引当金戻入益 

 

10,759千円 

   

 

※４ 固定資産売却損の内訳 

――――― 

※４ 固定資産売却損の内訳 

 機械装置及び運搬具   108千円 

 その他          33千円 

  計          141千円 

  

※４ 固定資産売却損の内訳 

機械装置及び運搬具  8,795千円 

――――― ――――― ※５ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物     766千円 

機械装置及び運搬具 111,861千円 

 ソフトウエア    243,446千円 

 その他        13,896千円 

  計        369,970千円 

 

――――― ――――― 

 

※６ 構造改善費用の内容は、以下のと

おりであります。 

 ①事業整理に伴い生じた資産（前渡 

  金の処分損失   528,950千円 

②人事構造改革に伴う支出等 

           63,172千円 

③事業所の整理に関連して発生した人

件費等      79,678千円 

④事業所移転、廃止等に伴い発生した

損失        33,693千円 

⑤その他        7,229千円 

 

――――― ――――― ７ 平成17年８月において子会社とな

った㈱南王の保有地の一部を平成18年

６月に売却しましたが、取得時連結にお

いて暫定的に計上していた全面時価評

価法の公正な評価額を修正した上で 



 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
 至  平成18年６月30日) 

  
処理しております。 

※８ その他特別損失の内訳 

持分変動損失  592 千円 
――――― ※８ その他特別損失の内訳 

 関係会社株式売却損   34,815千円

投資有価証券売却損    7,885千円

 持分変動損失        592千円

 貸倒引当金繰入額    62,969千円

 控除対象外消費税償却額 27,403千円

 支払補償金        7,000千円

解約手数料        9,000千円

 

※９ 税効果会計 

第１四半期会計期間に係る納付税

額およ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み立て及び取崩

を前提として、第１四半期会計期間

に係る金額を計算しております。 

 

※９ 税効果会計 

第１四半期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

いて予定している特別償却準備金の

積み立て及び取崩を前提として、第

１四半期会計期間に係る金額を計算

しております。 

 
  

――――― 



 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

 
当四半期連結会計期間（自 平成 18年７月１日 至 平成 18年９月 30日） 
 
 １ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

 前連結会計年度末 

株式数 

（株） 

当四半期連結会計 

期間増加株式数 

（株） 

当四半期連結会計 

期間減少株式数 

（株） 

当四半期連結会計 

期間末株式数 

（株） 

発行済株式数   

 普通株式数 59,573.43 ― ― 59,573.43

 合計 59,573.43 ― ― 59,573.43

自己株式数   

 普通株式数 2.43 ― ― 2.43

 合計 2.43 ― ― 2.43

 
 ２ 新株予約権等に関する事項 

 

目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

前連結会

計年度末 

当四半期

連結会計

期間増加 

当四半期

連結会計

期間減少 

当四半期

連結会計

期間末 

当四半期連

結会計期間

末残高 

（千円） 

平成 16年新株予約権 普通株式 3,381 ― 52 3,329 ―

平成 18年新株予約権 普通株式 595 ― ― 595 ―提出会社 

平成 18年新株予約権 普通株式 ― 405 ― 405 1,200

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

（注）１ 目的となる株式の数は権利行使可能株式数を記載しております。 

   ２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

     平成 16年新株予約権の減少は、退職に伴う失権によるものであります。 

     平成 18年新株予約権の増加は、新規発行によるものであります。 

 
 ３ 配当に関する事項 

（１） 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 
（２） 基準日が当四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が四半期連結会計期間後となるも

の 

該当事項はありません。 



 

前連結会計期間（自 平成 17年７月１日 至 平成 18年６月 30日） 
 
 １ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

 前連結会計年度末 

株式数 

（株） 

当連結会計年度 

増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 

株式数 

（株） 

発行済株式数   

 普通株式数 51,259 8,314.43 ― 59,573.43

 合計 51,259 8,314.43 ― 59,573.43

自己株式数   

 普通株式数 ― 2.43 ― 2.43

 合計 ― 2.43 ― 2.43

（注）１ 発行済株式数の増加 8,314.23 株は主に転換社債型新株予約権社債並びに新株予約権の行使によるものであり

ます。 

   ２ 自己株式の増加 2.43株は端株の買取によるものであります。 

 
 ２ 新株予約権等に関する事項 

 

目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

前連結会

計年度末 

当連結 

会計年度

増加 

当連結 

会計年度

減少 

当連結会

計年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

平成 16年新株予約権 普通株式 3,689 ― 308 3,381 ―
提出会社 

平成 18年新株予約権 普通株式 ― 595 ― 595 ―

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

（注）１ 目的となる株式の数は権利行使可能株式数を記載しております。 

   ２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

     平成 16年新株予約権の減少は、主として権利行使及び退職に伴う失権によるものであります。 

     平成 18年新株予約権の増加は、新規発行によるものであります。 

 

 
 ３ 配当に関する事項 

（１） 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 
（２） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

 



 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
 至  平成18年６月30日) 

１ 現金及び現金同等物の四半期期

末残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び預金    5,766,014千円 

現金及び現金同等物 5,776,014千円 

 

 

１ 現金及び現金同等物の四半期期

末残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び預金      5,678,893千円

預け入れ期日が３ヶ 

月超える定期預金   △25,459千円

現金及び現金同等物  5,653,433千円

 

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     6,789,971千円 

預け入れ期日が３ヶ 

月超える定期預金   △14,549千円

現金及び現金同等物  6,775,421千円

 



 

(リース取引関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
 至  平成18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)借手側 

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)借手側 

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)借手側 

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四半期期

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 

四半期期
末残高相
当額 

工具器
具及び
備品 

279,276 180,106 99,170 

車輌運搬
具 

257,679 147,585 110,093 

機械装置 50,318 22,916 27,401 

ソフトウ
ェア 

283,048 151,946 131,101 

合計 870,322 502,554 367,767 

 

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

び四半期期末残高相当額 

（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

四半期期
末残高相
当額 

建物及
び構築
物 

275,000 8,020 ― 266,979

機械装
置及び
車両運
搬具 

1,513,321 256,052 29,163 1,228,106

工具器
具及び
備品 

238,294 101,361 6,080 130,853

ソフト
ウェア 

226,853 147,108 62,376 17,368

合計 2,253,470 512,543 97,619 1,643,307

 

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

四半期期
末残高相
当額 

建物及
び構築
物 

275,000 5,614 ― 269,385

機械装
置及び
車両運
搬具

1,395,876 235,142 32,443 1,128,290

工具器
具及び
備品

311,092 184,370 13,374 113,347

ソフト
ウェア 

264,370 182,491 72,051 9,827

合計 2,246,338 607,619 117,868 1,520,851

 
②未経過リース料四半期期末残高相

当額 

 

１年以内   154,467千円 

１年超    226,854千円 

合計     381,321千円 

  

② 未経過リース料四半期期末残高相当額

及びリース資産減損勘定四半期末残高 

 

１年以内   1,150,050千円 

１年超     622,687千円 

   合計     1,772,737千円 

リース資産減損勘定四半期末残高 

115,019千円

② 未経過リース料期末残高相当額及びリー

ス資産減損勘定期末残高 

 

１年以内  1,154,750千円 

１年超    519,140千円 

   合計    1,673,891千円 

リース資産減損勘定期末残高 139,962千円

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   3,602千円 

  減価償却費相当額  3,343千円 

   支払利息相当額     379千円 

 

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 87,041千円 

リース資産減損 

勘定の取崩額 

20,249千円 

減価償却費相当額 67,767千円 

支払利息相当額 18,018千円 
 

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 229,720千円 

リース資産減損 

勘定の取崩額 

 

87,032千円 

減価償却費相当額 198,847千円 

支払利息相当額 29,164千円 

 

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 

 



 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
 至  平成18年６月30日) 

 

(2)貸手側 

① 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内     2,257千円 

１年超      9,969千円  

合計             12,226千円 

 上記は転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。 

 なお、借手側の残高相当額は概ね同一であ

り上記の借手側の注記(1)②未経過リース

料相当額に含まれております。 

 

(2)貸手側 

① 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内     2,813千円 

１年超      12,204千円  

合計             15,018千円 

 上記は転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。 

 なお、借手側の残高相当額は概ね同一であり

上記の借手側の注記(1)②未経過リース料相

当額に含まれております。 

 

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     11,772千円 

１年超       13,367千円 

合計       25,139千円 

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     14,014千円 

１年超       16,969千円  

合計       30,983千円 

   

 



 

 
(有価証券関係) 

(前第１四半期連結会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 前第１四半期連結会計期間(平成17年９月30日) 

(1) その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

第1四半期連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 378,078 582,002 203,924

② 債券 

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 9,700 8,690 △1,010

計 387,778 590,692 202,914

 

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 
前第１四半期連結会計期間 
(平成17年９月30日) 

(1) その他有価証券 
四半期連結貸借対照表計上額

(千円) 

① 非上場株式 320,864

計 320,864

  



 

 

(当第１四半期連結会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 当第１四半期連結会計期間(平成18年９月30日) 

(1) その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

第１四半期連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 208,577 151,646 △56,931

② 債券 

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 100,314 100,322 8

③ その他 532,597 502,262 △30,335

計 841,489 754,231 △87,257

 

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 
当第１四半期連結会計期間 
(平成18年９月30日) 

(1) その他有価証券 
四半期連結貸借対照表計上額

(千円) 

① 非上場株式 109,009

計 109,009

 

 



 

(前連結会計年度) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 前連結会計年度(平成18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 200,482 153,604 △46,878

② 債券 

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 423,410 393,687 △29,722

計 623,892 547,292 △76,600

 

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18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 104,009

計 104,009

 
 



 

(デリバティブ取引関係) 

前第１四半期連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年９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 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30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、いずれも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（自 平成 17年 7月 1日 至 平成 18年６月 30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、いずれも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。 

 
(ストック・オプション関係) 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

１．当該四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用    1,200千円 

   
２．ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 17年９月 29日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員 ３名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 405株 

付与日 平成 18年７月３日 

権利確定条件 付与日（平成 18年７月３日）から権利確定日（平成 20年

４月 18日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 平成 18年７月３日～平成 20年４月 18日 

権利行使期間 平成 20年４月 19日から平成 22年９月 29日まで 

権利行使価格（円） 227,000円 

付与日における公正な評価額（円） 21,728円 

 



 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年９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 
233,000 1,861,760 1,374,805 18,862 233,313 238,855 3,960,598 ― 3,960,598

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

― 1,160 594,725 ― 4,264 6 600,156 （600,156） ―

計 233,000 1,862,920 1,969,530 18,862 237,578 238,862 4,560,755 （600,156） 3,960,598

営業費用 35,584 1,788,374 1,899,635 11,631 235,940 259,781 4,230,948 （358,667） 3,872,280

営業利益 197,415 74,546 69,895 7,230 1,637 （20,919） 329,806 （241,488） 88,318

 

(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･･････物流改善等のためのコンサルティング 

(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、労務管理システムの企画・開発・販売等 

(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等、物流関連

システムの企画開発 

(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、241,825千円であります。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日) 

 
３PL事業 

(千円) 

人材アウトソ

ーシング事業

(千円) 

納品代行

事業 

(千円) 

リサイクル

事業 

（千円）

ドラック

ストア事業

（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 
2,026,117 1,325,679 2,565,937 315,755 2,177,526 814,835 9,225,851 ― 9,225,851

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

26,665 510,189 116,259 ― ― 215,597 868,712 （868,712） ―

計 2,052,783 1,835,868 2,682,197 315,755 2,177,526 1,030,433 10,094,564 (868,712) 9,225,851

営業費用 2,002,431 1,608,364 2,733,891 267,416 2,102,259 1,047,057 9,761,421 （635,866） 9,125,555

営業利益 50,351 227,503 （51,694） 48,338 75,267 (16,623) 333,143 （232,846） 100,296

 

(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) 納品代行事業･･････百貨店向け検品・納品代行、流通加工等 

(4) リサイクル事業･･････リサイクルパレットの製造、販売 

(5) ドラック事業･･････ドラックストアの運営 

(6) その他事業･･････コンサルティングサービス事業、ビジネスサポート事業、金融事業、介護事業 

外食事業 

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、親会社本社の総務部門等

管理部門に係る費用であり、232,080千円であります。 

４ 当第１四半期連結会計期間において㈱エム.アイ.ケーを連結子会社にしたことにより、当第１四半期連結

会計期間より新たに「ドラックストア事業」が加わっております。 

５ 従来、システムコンサルティング事業事業と金融事業については、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、当第１四半期連結会計期間より、システムコンサルティング事業と金融事業につ

いては、その他事業に含めて表示しております。なお、前第１四半期連結会計期間において当第１四半期連

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。 

 

 
３PL事業 

(千円) 

人材アウト

ソーシング

事業 

(千円) 

納品代行

事業 

(千円) 

リサイクル

事業 

(千円) 

ドラッグ

ストア事業

(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 
1,861,760 1,374,805 ― ― ― 724,032 3,960,598 ― 3,960,598

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

1,160 594,725 ― ― ― 4,271 600,156 （600,156） ―

計 1,862,920 1,969,530 ― ― ― 728,303 4,560,755 （600,156） 3,960,598

営業費用 1,788,374 1,899,635 20,283 ― ― 522,655 4,230,948 （358,667） 3,872,280

営業利益 74,546 69,895 △20,283 ― ― 205,648 329,806 （241,488） 88,318

 



 

 
前連結会計年度（自 平成 17年７月１日 至 平成 18年６月 30日） 

 
３PL事業 

(千円) 

人材アウトソ

ーシング事業 

(千円) 

納品代行

事業 

（千円）

リサイクル

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 
7,916,878 5,064,457 8,141,869 301,573 4,080,747 25,505,527 ― 25,505,527

(2) セグメント間

の内部売上高又は 

振替高 

176,488 2,156,428 180,169 ― 345,507 2,858,592

 

（2,858,592） ―

計 8,093,366 7,220,885 8,322,039 301,573 4,426,254 28,364,120 （2,858,592） 25,505,527

営業費用 7,648,708 6,636,856 8,212,857 262,033 3,723,147 26,483,603 （2,007,261） 24,476,342

営業利益 444,658 584,029 109,182 39,539 703,107 1,880,516 （851,331） 1,029,184

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(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) 納品代行事業………百貨店向け検品・納品代行、流通加工等 

        (4) リサイクル事業………リサイクルパレットの製造・販売 

(5) その他事業………ロジスティクスコンサルティング事業、システムコンサルティング事業、ビジネスサポ

ート事業、建築事業、介護事業、金融事業、外食事業 

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、846,423千円であります。 

４ 当連結会計年度において㈱南王を連結子会社にしたことにより、当連結会計年度より新たに「納品代行事業」 

が加わっております。 

５ 当連結会計年度において㈱リサイクル・アンド・イコールを連結子会社にしたことにより、当連結会計年度 

より新たに「リサイクル事業」が加わっております。 



 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年９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。 
 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年９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。 

 
前連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18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。 
 

【海外売上高】 

前第１四半期連結会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年９月30日) 

 
海外売上高がないため記載しておりません。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30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17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 

海外売上高がないため記載しておりません。 

 

 



 

(１株当たり情報) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１株当たり純資産額 
89,171円
22銭

 
１株当たり純資産額

111,447円
66銭

 
１株当たり純資産額 

110,252円
88銭

 

１株当たり四半期純利益 56円15銭
 

１株当たり当期純利益
1,283円
84銭

 
１株当たり当期純利益 

3,918円
44銭

 
潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益 

55円51銭

 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

1,278円
 09銭

 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

3,775円
54銭

 
(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 

項目 
前第１四半期連結会計

期間 
当第１四半期連結会計

期間 
前連結会計年度 

四半期連結損益計算書上の四半期（当期）純利益（千
円） 

2,883 75,955 223,065

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） 2,883 75,955 223,065

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） 51,352 59,573 56,927

潜在株式調整後１株当たり四半期（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 588 268 2,154

普通株式増加数（株） 588 268 2,154

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期（当期）純利益の算定に含まれなかった
潜在株式の概要 

――――

・ 潜在株式の種類 
新株予約権 

・ 潜在株式の数 
999個 

――――

 



 

(重要な後発事象) 

 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

―――― ―――― 1当社は平成18年７月３日開催の取締役

会において、株式会社エム・アイ・ケー

の株式を取得し子会社化いたしました。

  （1） 対象会社の概要（平成18年２月28

日現在） 

① 商号 
  株式会社エム･アイ･ケー 

② 代表者 
  代表取締役 辻平 功 

③ 本店所在地 
  東大阪市玉串元町一丁目6番20

号 

④ 資本金 
  30,000千円 

（2） 株式取得の内容 

① 株式取得の内容 
出資持分56,250株（発行済み株

式数93.7％）を取得 

② 株式取得日 
  平成18年7月3日 

③ 取得価額 
1,390,000千円 

④ 取得後の所有割合 
100％ 

（3） 取得目的 

① 関西における本事業のサプ

ライチェーン･マネジメントを土

台とし、当社ノウハウを提供しド

ラッグストア向け物流プラットフ

ォームを構築すること。 

② 上記プラットフォームを他

のドラッグ・ストアチェーンにも

提供することにより、業態の物流

再編を目指すこと。 

③ 当社が株式会社エム・アイ・

ケーの事業を長期的に運営し、安

定した事業収益を確保すること。 

 

２当社は平成18年7月3日開催の取締

役会において、商法第280条ノ20、第

280条ノ21の規定に基づき、ストック

オプションの実施を目的として発行

する発行する新株予約権について具

体的な発行内容を決定いたしました。

(１)新株予約権の発行日 

平成18年7月3日 

(２)新株予約権の発行数 



 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３)新株予約権の発行価格 

無償 

(４)新株予約権の目的たる株式の種類

及び数 

当社普通株式405個 

(５)新株予約権行使に際しての払込金

額 

1株につき227,000円 

(６)新株予約権行使により発行する株

式の発行価格の総数 

91,935,000円 

(７)新株予約権の行使期間 

平成20年7月4日から平成22年9月

29日まで 

(８)新株予約権の行使により新株予約

権を発行する場合の発行価額のう

ち資本に組み入れない額 

45,967,500円(1株あたり113,500

円) 

(９)新株予約権を割当てを受けるもの

及び新株予約権の割当て数 

当社従業員3名 405株 

  ２当社連結子会社である株式会社NAホ

ールディングスは平成18年７月27日開

催の同社取締役会において、第１回無

担保変動利付社債を発行することを決

議しました。 

(１)発行総額：1,090,000,000 

(２)発行価額：額面100円につき金100

       円 

（３）利率：6ヶ月TIBORに0.15を加えた

利率 

（４）発行年月日：平成18年７月31日 

（５）募集の方法：株式会社三井住友銀

の総額買取引き受

けによる 

（６）償還の期限：平成25年７月31日 

（７）償還の方法：額面100円につき金

100円 

（８）資金の使途：事業資金 

 

 
 
(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 
 
 


