
 

         
平成 19年 6月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 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 会計処理の方法の最近会計年度における認
識の方法との相違の有無 

： 有・無 

  
② 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 2,001 △19.4 81  △63.4 57 △76.8 38 △74.2
18年６月期第１四半期 2,483 （－） 233 （－） 248 （－）    147 （－）
(参考)18年６月期 9,025     749    687     29    

 
 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  638  31  635  45 
18年６月期第１四半期  2,873  06   2,840  50 
(参考)18年６月期 515    94   497    12  

 （注）① 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。 
 
(2) 財政状態の変動状況 
 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 11,723   6,375  54.4  107,028  55 
18年６月期第１四半期 12,461   4,715  37.8  91,409  07 
(参考)18年６月期 12,459   6,342  50.9  106,463  70 

 
 
３ 平成 19年６月期の業績予想（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 10,500   800   400   
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  6,714円 68銭 
※ 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 【四半期財務諸表等】 

(1) 【四半期財務諸表】 

①四半期連結貸借対照表 

 

  前第１四半期会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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 2,566,219 916,941  3,554,353

２ 受取手形  170 ―  ―

３ 売掛金  2,098,873 1,648,719  1,425,259

４ たな卸資産  5,622 ―  ―

５ 短期貸付金  4,474,843 966,151  87,694

６ その他  752,369 594,477  675,026

 貸倒引当金  △7,823 △3,729  △4,424

流動資産合計  9,890,275 79.4 4,122,559 35.2 5,737,910 46.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１ 243,922 162,580  166,259

２ 無形固定資産  350,768 170,679  146,981

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  900,995 731,787  623,332

(2) 関係会社株式   502,396 4,615,493  3,142,693

(3) その他関係会社 
有価証券 

 ― 700,000  700,000

(4) その他  598,470 1,249,725  1,983,828

貸倒引当金  △29,044 △29,316  △41,814

投資その他の資産合計  1,972,816 7,267,690  6,408,040

固定資産合計  2,567,508 20.6 7,600,950 64.8 6,721,282 54.0

Ⅲ 繰延資産  3,550 0.0 ― ― ―

資産合計  12,461,334 100.0 11,723,510 100.0 12,459,192 100.0

   



 

 

  
前第１四半期会計期間末
(平成17年９月30日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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 買掛金   1,040,972 1,048,896  784,812

２ 一年以内償還予定の社債 ※２ 100,000 ―  ―

３ 短期借入金 ※２ 3,300,000 3,800,000  4,800,000

４ 未払法人税等  93,447 19,387  151,999

５ 賞与引当金  1,883 961  ―

６ その他 ※５ 141,058 211,337  127,099

流動負債合計  4,677,362 37.6 5,080,583 43.3 5,863,911 47.1

Ⅱ 固定負債   

１ 転換社債  1,900,000 ―  ―

２ 長期借入金  1,000,000 ―  ―

３ その他  168,543 267,129  253,132

固定負債合計  3,068,543 24.6 267,129 2.3 253,132 2.0

負債合計  7,745,905 62.2 5,347,712 45.6 6,117,043 49.1

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  1,783,044 14.3 ― ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金  1,966,244 ―  ― ―

   資本剰余金合計  1,966,244 15.8  

Ⅲ 利益剰余金   

 １ 利益準備金  3,500 ―  ―

 ２ 任意積立金   

(1) 特別償却準備金  1,536 ―  ―

 ３ 四半期(当期)未処分利益  843,390 ―  ―

   利益剰余金合計  848,426 6.8 ― ― ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  117,914 0.9 ― ― ―

Ⅴ 自己株式  △200 △0.0 ― ― ―

資本合計  4,715,428 37.8 ― ― ― ―

負債及び資本合計  12,461,334 100.0 ― ― ― ―

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

  
前第１四半期会計期間末
(平成17年９月30日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

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   

  (1) 資本準備金  ― 2,928,494  2,928,494

    資本剰余金合計  2,928,494  

 ３ 利益剰余金   

  (1) 利益準備金  ― 3,500  3,500

  (2) その他利益剰余金   

    特別償却準備金  ― 970  1,536

    繰越利益剰余金  ― 763,814  725,222

    利益剰余金合計  ― 768,284  730,259

 ４ 自己株式  ― △742  △742

   株主資本合計  ― ― 6,441,329 55.0 6,403,304 51.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 
評価差額金 

 ― △66,731  △61,155

   評価・換算差額等合計  ― ― △66,731 △0.6 △61,155 △0.5

Ⅲ 新株予約権  ― ― 1,200 0.0 ― ―

   純資産合計  ― ― 6,375,797 54.4 6,342,148 50.9

   負債純資産合計  ― ― 11,723,510 100.0 12,459,192 100.0

   

 



 

 

  

前第１四半期 
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 
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
損益計算書 

(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) 
百分比
(％) 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  2,483,937 100.0 2,001,551 100.0 9,025,815 100.0

Ⅱ 売上原価  1,915,190 77.1 1,633,916 81.6 7,080,336 78.4

売上総利益  568,747 22.9 367,634 18.4 1,945,479 21.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  335,627 13.5 285,916 14.3 1,195,914 13.3

   営業利益  223,119 9.4 81,717 4.1 749,565 8.3

Ⅳ 営業外収益 ※１ 31,898 1.2 7,421 0.4 102,775 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 16,973 0.7 31,641 1.6 165,177 1.8

   経常利益  248,045 9.9 57,497 2.9 687,163 7.6

Ⅵ 特別利益   

 １ 投資有価証券売却益  ― 3,321 231,557 

 ２ 関係会社株式売却益  ― ― 13,000 

   特別利益合計  ― ― 3,321 0.1 244,557 2.7

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産除却損 ※３ ― ― 308,440 

 ２ 投資有価証券売却損  ― ― 7,885 

 ３ 支払保証金  ― ― 7,000 

 ４ 解約手数料  ― ― 9,000 

 ５ 構造改善費用 ※４ ― ― 528,950 

   特別損失合計  ― ― ― ― 861,276 9.5

税引前四半期（当期） 
純利益 

 248,045 9.9 60,819 3.0 70,444 0.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 89,997 3.6 8,413 0.4 254,028 2.8

法人税等調整額  10,510 0.4 14,380 0.7 △212,954 △2.3

四半期（当期）純利益  147,538 5.9 38,025 1.9 29,370 0.3

前期繰越利益  695,852 ― ― 

四半期（当期） 
未処分利益 

 843,390 ― ― 

   

 



 

株主資本等変動計算書 
当第１四半期会計期間(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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 特別償却

準備金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年６月 
30日残高 

2,745,294 2,928,494 3,500 1,536 725,222 730,259 △742 6,403,304

四半期会計 
期間中の変動額 

  

新株の発行 ― ― ― ― ― ― ― ―

四半期純利益 ― ― ― ― 38,025 38,025 ― 38,025

特別償却準備金 
の四半期会計期間
中の取崩額 

― ― ― △566 566 ― ― ―

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額) 

― ― ― ― ― ― ― ―

四半期会計期間中 
の変動額合計 

― ― ― △566 38,591 38,025 ― 38,025

平成18年９月 
30日残高 

2,745,294 2,928,494 3,500 970 763,814 768,284 △742 6,441,329

 

 
（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 

新株予約権 純資産合計 

平成18年６月 
30日残高 

△61,155 △61,155 ― 6,342,148

四半期会計 
期間中の変動額 

 

新株の発行 ― ― ― ―

四半期純利益 ― ― ― 38,025

特別償却準備金 
の四半期会計期間
中の取崩額 

― ― ― ―

自己株式の取得 ― ― ― ―

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額) 

△5,576 △5,576 1,200 △4,376

四半期会計期間中の
変動額合計 

△5,576 △5,576 1,200 33,648

平成18年９月 
30日残高 

△66,731 △66,731 1,200 6,375,797



 

前事業年度 (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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 特別償却

準備金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 株主資本合計

平成17年６月 
30日残高 

1,733,044 1,916,244 3,500 2,102 695,285 700,888 ― 4,350,176

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 ― ― ― ― 29,370 29,370 ― 29,370

特別償却準備金 
の当事業年度中 
の取崩額 

― ― ― △566 566 ― ― ―

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △742 △742

株主資本以外の項目の 
当 期 変動額（純額) 

― ― ― ― ― ― ― ―

当事業年度中の 
変動額合計 

1,012,250 1,012,250 ― △566 29,936 29,370 △742 2,053,127

平成18年６月 
30日残高 

2,745,294 2,928,494 3,500 1,536 725,222 730,259 △742 6,403,304

 

 
（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 

純資産合計 

平成17年６月 
30日残高 

126,331 126,331 4,476,508

当事業年度中の 
変動額 

 

新株の発行 ― ― 2,024,500

当期純利益 ― ― 29,370

特別償却準備金 
の当事業年度中 
の取崩額 

― ― ―

自己株式の取得 ― ― △742

株主資本以外の項目の 
当 期 変動額（純額) 

△187,486 △187,486 △187,486

当事業年度中の 
変動額合計 

△187,486 △187,486 1,865,640

平成18年６月 
30日残高 

△61,155 △61,155 6,342,148



 

重要な会計方針 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18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 

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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（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 

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) 

時価のないもの 

同左 

（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 

期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) 

 

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 

――――― 

（ロ）たな卸資産 

――――― 

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 

 

（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 

 

（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 

 

 （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 

定額法 

同左 

（ロ）無形固定資産 

定額法 

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 

 

 （ロ）賞与引当金 

   従業員に対する賞与の

支給に備えるため、四半期

会計期間末に在籍してい

る従業員に係る支給見込

額のうち、当四半期会計期

間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。 

 



 

 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

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（四半期）

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。 

（ロ）繰延資産の処理方法 

 ①新株発行費 

  支出時に全額費用として

処理しております。 

 ②社債発行費 

支出時に全額費用として

処理しております。 

 

（イ）消費税等の会計処理 

  同左 

 

 

（ロ）繰延資産の処理方法 

――――― 

（イ）消費税等の会計処理 

  同左 

 

 

（ロ）繰延資産の処理方法 

   

 

 

②社債発行費 

支出時に全額費用として

処理しております。 

    

 



 

会計処理の変更 

 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 （固定資産の減損に係る会計

基準） 

当四半期会計期間より、

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

当期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。 

 ――――― ――――― (貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等) 

 当事業年度より、「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

る会計基準等の適用指針」

（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、6,342,148

千円であります 

 なお、財務諸表等規則の

改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産

の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成

しております。 

 ――――― ――――― (役員賞与に関する会計基

準) 

 当事業年度より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業

会計基準第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。 

 



 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 ――――― （ストック・オプション等に

関する会計基準等） 

  当四半期会計期間から

「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、

経常利益及び税引前四半期

純利益が1,200千円減少し

ております。 

――――― 

    



 

注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

166,943千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

94,801千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

81,308千円

※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 

1年内償還予

定社債 
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 

短期借入金 500,000千円

 

※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 

短期借入金 500,000千円

 
―――――  ３ 偶発債務 

下記の会社の金融機関からの

借入金に対して、次のとおり債

務保証を行っております。 

㈱ﾘｻｲｸﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｲｺｰﾙ 

 2,145,000千円

㈱WLパートナーズ 

1,026,786千円

下記の会社のリース債務に対

して次のとおり債務保証を行っ

ております。 

㈱WLパートナーズ 

1,541,218千円 

 

 ３ 偶発債務 

下記の会社の金融機関からの

借入金に対して、次のとおり債

務保証を行っております。 

㈱ﾘｻｲｸﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｲｺｰﾙ 

 2,200,000千円

㈱WLパートナーズ 

550,000千円 

下記の会社のリース債務に対

して次のとおり債務保証を行っ

ております。 

㈱WLパートナーズ 

1,150,065千円 

 

４ 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いま

す。 

当四半期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 2,000,000千円 

差引 2,000,000千円 
 

４ 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いま

す。 

当四半期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 
6,000,000千円

借入実行残高 3,000,000千円

差引 3,000,000千円
 

４ 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いま

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 
6,000,000千円

借入実行残高 4,000,000千円

差引 2,000,000千円
 

※５ 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。 

 

※５ 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。 

 

――――― 



 

(損益計算書関係) 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息   31,613千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息    6,437千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息   92,033千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

   支払利息    7,092千円 

   社債利息     229千円 

   支払手数料   9,238千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

   支払利息     6,271千円 

   支払手数料   25,034千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

   支払利息    35,771千円 

   社債利息      668千円 

   支払手数料   64,664千円 

 

――――― ――――― ※３ 固定資産除却損の内容は、次の

とおりであります。 

  機械及び装置   62,637千円 

  工具器具及び備品  3,029千円 

  ソフトウェア   242,772千円 

 

――――― ――――― ※４ 構造改善費用の内容は、事業整

理に伴い生じた資産（前渡金）の

処分損失であります。 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産  11,875千円 

無形固定資産  22,230千円 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産   5,813千円 

   無形固定資産   9,707千円 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産  45,693千円 

   無形固定資産  58,468千円 

 

６ 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。 

 

６ 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。 

 

――――― 

 



 

 （四半期株主資本等変動計算書関係） 

当四半期会計会計期間（自 平成 18年７月１日 至 平成 18年９月 30日） 
 
自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当四半期会計期間末

普通株式（株） 2.43 ― ― 2.43

 
前事業年度（自 平成 17年７月１日 至 平成 18年６月 30日） 

 
自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当四半期会計期間末

普通株式（株） ― 2.43 ― 2.43

（注）普通株式の自己株式の増加 2.43株は、端株の買取りによる増加であります。 



 

 (リース取引関係) 

 

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

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

前事業年度 
(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 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 

53,028 15,697 37,349 

車輌運搬
具 

8,397 3,169 5,228 

合計 61,426 18,848 42,577 

 

(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 

四半期期
末残高相
当額 

工具器
具及び
備品 

46,227 21,657 24,570

車輌運搬
具 

4,845 2,584 2,261

合計 51,073 24,242 26,831

 

(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 

期末期期
末残高相
当額 

工具器
具及び
備品 

46,227 1,936 26,881

車輌運搬
具 

4,845 2,342 2,503

合計 51,073 21,688 29,385

 
(2) 未経過リース料四半期期末残高相
当額 

 

１年以内   12,290千円 

１年超    31,200千円 

合計     43,491千円 

  

(2) 未経過リース料四半期期末残高相当

額 

 

１年以内   10,329千円 

１年超    17,592千円 

   合計     27,922千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

 

１年以内   12,241千円 

１年超    20,208千円 

   合計     30,449千円 

(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   3,371千円 

  減価償却費相当額  3,126千円 

   支払利息相当額     358千円 

 

(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   2,783千円 

  減価償却費相当額  2,553千円 

   支払利息相当額     256千円 

 

(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   13,347千円 

  減価償却費相当額  12,366千円 

   支払利息相当額     1,296千円 

 

(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 

   

― 

 



 

(有価証券関係) 

前第１四半期連結会計期間 

 

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。 

 

当第１四半期会計期間 

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。 

 

前事業年度 

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。 



 

(１株当たり情報) 

 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)

１株当たり純資産額 91,409円07銭 107,028円55銭 106,463円70銭

１株当たり当期純利益 2,873円06銭 638円31銭 515円94銭

潜在株式調整後１株 

当たり四半期（当期） 

純利益 

2,840円50銭 635円45銭 497円12銭

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

 

 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)

損益計算書上の四半期（当期）純利益 
(千円) 

147,538 38,025 29,370

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

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 ― ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 147,538 38,025 29,370

普通株式の期中平均株式数(株) 51,352 59,571 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１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18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 



 

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

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

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年６月30日) 

  (２)新株予約権の発行価格 

無償 

(３)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 

(４)新株予約権行使に際しての払込

金額 

1株につき227,000円 

(５)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 

(６)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 

(７)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) 

(８)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) 【その他】 

該当事項はありません。 


