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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18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 ％

18年12月中間期 18,073 (98.5) 293 (41.6) 170 (△9.5)

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

18年６月期 25,505 1,029 942

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

18年12月中間期 59 (△3.2) 1,006 06 997 03

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

18年６月期 223 3,918 44 3,775 54

（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 ―百万円 17年12月中間期 －百万円 18年６月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月中間期 59,266株 17年12月中間期 54,454株 18年６月期 56,927株

③会計処理の方法の変更 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 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

18年12月中間期 24,392 6,667 26.5 110,377 10

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

18年６月期 22,898 6,852 28.7 110,252 34

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月中間期 58,479株 17年12月中間期 59,421株 18年６月期 59,571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

18年12月中間期 51 △796 △481 5,548

17年12月中間期 69 568 186 5,009

18年６月期 199 1,287 1,103 6,775

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事

連結子会社数 18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） 1社 （除外） 4社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．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）

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 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

※　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19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、コンサルティング事業、納品代行事業、金融事業、リサイクル事

業、ドラック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

　当社は物流を核とした流通ソリューションモデルをワンストップで提供する「流通・物流プロデューサー」を目指

しており、コンサルティングサービスをはじめ、物流管理サービス、人材アウトソーシング・サービスを中心とした、

総合的なロジスティクスソリューションを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、過去において配当を実施した経緯はありませんが、配当は株主への利益還元の重要な経営課題の一つと認

識しております。今後は、事業に必要な資金の水準と中期的な企業価値向上のバランスを勘案しながら弾力的に運用

していく考えであります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針

  投資単位の引下げは、株式の十分な流動性と多くの投資家の市場への参加を促す観点から有効な施策であると認識

しており、今後の株式水準、株主数、株式の流動性等を勘案し慎重に検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、企業規模の観点から成長途上の段階であると認識しております。成長性、収益性の観点から、重

要な経営指標といたしましては、売上高、経常利益、売上高経常利益率の向上を掲げ、継続的かつ安定した成長と高

収益体質の確立を目指してまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　物流・流通業界は、現在再編の動きが激化しており、高品質なサービスを低価格で提供できる企業のみが生き残る

ことができる環境になりつつあります。今後本格化する労働力不足からの人件費の高騰、また政情不安や発展途上国

の経済的成長による原油の高止まり、環境問題への取組みから本業界におけるコスト負担増は避けられず、更なる経

営体質の改善を余儀なくされております。

　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。

当社は、物流を核とした流通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・物流のプロデューサー」を

目指しており、今後のサプライチェーンマネジメントに必要な機能拡充ならびに継続的な成長による競争力の強化を

はかってまいります。

① 流通・物流側からの新サービスの提供

　個人消費動向がインターネット等を媒体とした通販へ本格的にシフトしている現状を踏まえ、物流・流通業界は、

単なる「保管する」「運ぶ」という画一的なサービスから脱却し、生産地から消費者までをつなぐ所謂サプライチェー

ンマネジメントはもとより、カスタマーサービスなどのCRM機能（カスタマーリレーションマネジメント）、決済代行

機能、接客機能など今までは物流に関係のないと考えられてきた「売り方」という付帯する多様なニーズにも応えな

ければなりません。当社は、通販専用の物流センターを今夏に設立し、通販事業者特有の問題点やニーズに対して適

格に対応できるセンター運営を行ってまいります。またこのセンターは社会的な問題となってきている個人情報の保

護やセキュリティの観点にも万全の対応を行うべく、各種情報セキュリティに関する認証を取得予定であります。

② 流通ソリューション機能の整備

　景気動向は回復傾向にあるものの、依然企業には「物流」や「ノンコア事業」に対するコストダウンやリストラニー

ズは非常に高く、当社も単なる物流コンサルティングではなく、企業全体の物流、資産、人員、資金調達などのコン

サルティング業務へのニーズが高くなってきております。当社としましては、３PLノウハウを駆使し顧客にとって最

適なソリューションモデルを構築し、運営までできるよう多用なサービス提供を行ってまいります。

③ M&A等による機能強化およびノウハウの蓄積

　当社は、流通ソリューションをワンストップで提供できる企業であるためにM&Aや業務提携などによる必要機能の強

化やノウハウの蓄積を行っております。当中間連結会計期間も株式会社エム・アイ・ケーを買収いたしました。当社

ならびに当社グループは、それぞれ個別が持つ企業ノウハウを当社に集約することにより、一層の３PLノウハウの蓄

積とグループシナジーを創出してまいります。
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 今後も当社ならびに当社グループは資本提携や業務提携などにより流通・物流ノウハウの蓄積、機能拡充により、顧

客のニーズに100％応えることのできる流通ソリューションサービスを提供してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　運輸倉庫関連事業を中心に流通・物流業界は再編と生き残りをかけた淘汰の時代に入ったと考えております。当社

といたしましても、単なる「物流の請負会社」的な３PL業者としてではなく、真に顧客の求めるサービスとは何かを

模索し、提供できる企業へと発展していく所存であります。

　詳細は下記の通りとなります。

 

① 管理体制の充実・強化

　日次や月次での収益管理はもとより、新規事業やM&A案件に対するその収益機会や業績のトレースができるよう管理

本部を中心とした内部管理体制の強化をはかります。また今後も行っていくM&Aや資本業務提携などによる積極的な経

営は、対象会社を含めた内部管理体制の強化が不可欠と考えております。

　そのような中、新会社法や今後施行されるであろうJ-sox法対応を見据え、コンプライアンス遵守を前提とした内部

管理体制の更なる強化、内部統制システムの安定的運用をはかり、より透明度の高い経営を行っております。

 

② 人材の確保と育成

　顧客の多様なニーズに対応するため、流通・物流業界に精通している人材の育成は急務と考えております。また総

合的なコンサルティングができる人材、システム開発者、3PLオペレーション従事者など設立当初より行っております

新規学卒者の中よりOJTなどによる内部での育成や積極的な採用による人材確保に努めてまいります。またそれを補完

する人事制度と連動し、成果主義人事制度の定着をはかります。

 

③ 収益力の強化とグループ企業間のシナジーの創出

　M&A等により重複資産の整理や企業の再編を含めたリエンジニアリングを積極的に行い、企業の本来の収益力を見据

えた上で、グループ企業間のシナジーを創出することにより、高い収益性を確保します。特に利益率の向上を当面の

目標とし、付加価値の高い売上高のアップ、更なるコスト削減、費用削減を行ってまいります。

④ 物流品質の維持向上

　当社は所謂トラックなどの輸送手段を持たない３PL事業者です。昨今の原油高による運送会社の収益圧迫や多様化

する顧客のニーズに対応できる物流業者の選定とコストコントロールが重要となります。当社子会社である㈱ジャパ

ン・ネットワーク・ソリューションズは協力業者とともに最適な物流ネットワークの整備を行い、高品質でローコス

トな運送手段の提供に努めてまいります。

⑤ 情報セキュリティと情報システムの確立

情報技術の発達とそれに対応する高度な個人情報を含めたセキュリティ対策は、今後なお一層企業に求められるもの

と考えられます。当社ならびに当社グループは、ISO27001をはじめTAPA認証など様々な情報セキュリティに関する認

証を得ております。今後も積極的な情報システムへの投資ならびに開発を行うことはもとより、それに見合った情報

セキュリティ体制の確立を行ってまいります。
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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、原油などの原材料、素材価格の高騰やゼロ金利解除による金利上昇など

依然として懸念材料は残るものの、大企業を中心とした企業収益の改善や設備投資の増加を背景に景気は緩やかな回

復基調をたどりました。

 このような環境のもと、当業界におきましては原油高による燃料費の上昇、企業業績回復等による労働人口の減少に

よる人件費の上昇が収益の圧迫要因となっております。そのような中、当社ならびに当社グループは、業種、業態を

越えた企業間競争の更なる激化や、人件費の上昇等依然として厳しい状況にありましたが、当中間連結会計期間にお

ける連結売上高は18,073百万円（前年同期比98.5％増）、連結営業利益は293百万円（前年同期比41.6％増）、連結経

常利益は170百万円（前年同期比9.5%減）、中間純利益59百万円（前年同期比3.2％減）となりました。

　利益減の主な要因は3PL事業の人件費負担の増加によるコスト増、連結子会社株式会社南王、アサヒ運輸株式会社な

どの納品代行事業が導入した新システム立ち上げによるコスト増ならびに記録的な暖冬の影響により百貨店売上高減

少によるものです。

　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は堅調に推移いたしましたが、人件費増により売上高3,100百万円（前年同期比10.2％

減）、営業利益96百万円（前年同期比6.5％減）となりました。

（人材アウトソーシング事業）

　企業の業績回復による需要拡大が続き、主要業務である派遣事業、軽作業請負事業ともに堅調に推移いたしました。

引続き積極的な業務効率化と原価改善を行った結果、売上高2,443百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益318百万

円（前年同期比17.3％増）となりました。

（コンサルティング事業）

　新規クライアントへのコンサルティングを受注し、売上高257百万円（前年同期比38.7％減）、営業利益156百万円

（前年同期比51.0％減）となりました。

 　　(金融事業）

 当社連結子会社である㈱WLパートナーズのファンド事業ならびにリーシング事業が順調に推移した結果、売上高231

百万円（前年同期比5009.2％増）、営業利益101百万円(前年同期△25百万円）となりました。

 

（納品代行事業）

　記録的な暖冬による百貨店売上高の減少と平成18年10月より導入した納品代行事業向け新システムの立ち上げ費用

等により収益を圧迫しました。その結果、売上高5,335百万円(前年同期比156.8％増)、営業損失117百万円（前年同期

27百万円）となりました。

（リサイクル事業）

 当社連結子会社である㈱リサイクル・アンド・イコールの業容が順調に推移しました。その結果、売上高605百万円、

営業利益90百万円となりました。

 

（その他事業）

　その他事業は、売上高1,567百万円（前年同期比63.1％増）、営業利益50百万円（前年同期△29百万円）となりまし

た。　

(2）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末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51百万円の収入、投

資活動によるキャッシュ・フローが796百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは481百万円の支出となり、

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ1,227百万円減少し5,548百

万円となりました。

　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。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は51百万円となりました。

これは、税引前中間純利益が74百万円、売上債権の増加額が397百万円、たな卸し資産が142百万円増加した一方で、

仕入債務の増加額が167百万円、未収入金の減少額が406百万円、法人税等の支払額が281百万円等となった結果による

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の投資活動の結果減少した資金は796百万円となりました。

これは、有形固定資産の売却による収入が134百万円、投資有価証券売却による収入が644百万円増加した一方で、有

形固定資産の取得による支出が622百万円、無形固定資産の取得による支出が118百万円、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が623百万円等となった結果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）

　当中間連結会計期間の財務活動の結果減少した資金は481百万円となりました。

これは、社債発行による収入が1,090百万円増加した一方で、短期借入金の借入れおよび返済による純増減支出が1,343

百万円等となった結果によるものであります。

(3）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、原油高の影響や人件費などのコスト増、来夏オープン予定のワールド・ロジ大阪フ

ルフィルメントセンター(仮称)立ち上げ準備等あるものの現時点では予測の範囲内であると考えております。

　こうした中、前年7月に買収いたしました㈱エム・アイ・ケーの業績や前年3月に買収したアサヒ運輸㈱他の業績等

が寄与することから、売上高は大幅に増加します。その他人材アウトソーシング事業、金融事業、リサイクル事業も

順調に業績を伸ばしていくものと見込まれます。この結果、通期の連結売上高は37,000百万円（前連結会計年度比

45.1%増）、連結経常利益1,200百万円(同27.4%増)と、増収増益の予定に変更はございません。
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(4）事業等のリスク

　記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、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、下記のようなものがあります。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在において判

断し記載しているものであり、当社株式への投資に関するリスクすべてを網羅しているものではありません。

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、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。

　前連結会計年度は、㈱南王はじめ計13社のM&Aや企業設立を行ってまいりました。本中間連結会計期間は、企業

統合などの企業グループの再編を行ってまいりましたが、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　のれんの償却について

　当社グループは、M＆A、資本提携や業務提携などにより物流事業を中心とした「ワンストップソリューション

プロバイダー」を目指しております。M&Aや資本提携によって連結子会社化した会社の株式取得に伴い、連結貸借

対照表にのれんが計上されております。当中間連結会計期間においては、資産の部で4,049百万円ののれんを計上

しております。

　当社は、当該企業の事業内容ならびに事業計画等を勘案して、20年の均等償却を行っております。当該企業の

業績の悪化や会計制度の変更によりのれん残高について相当の減額を行う可能性があり、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

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。

　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19年1月新たにISO27001を取得しました。　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北海道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、緊急連絡網などにつきまして

は、危機管理室を中心に予防策を講じております。

  ③ 法制度変更に係わるリスク

 当社ならびに当社グループは、３PL事業、人材派遣事業、リサイクル事業、ドラッグチェーン店運営事業など

様々な法律により定められた範囲により営業しております。これらは規制緩和による負担軽減の方向へ向かうも

のもありますが、規制の強化により新たな投資負担等強いられる可能性もあります。加えて法令の解釈等の変更

により当社業績に影響を与える可能性があります。

 

(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、センター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。

① 業務請負契約による影響

  3PL 事業は、その契約内容は、1年契約で以後1年ごとの自動更新で双方の申し出がない場合、契約が更新され

るようになっております。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。予期

－ 7 －



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が、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。

 ② 原油価格高騰による運送費用上昇のリスク

  現在政情不安と中国を中心とした経済活動の活発化などによる原油価格の高騰は予測の範囲を超えるものであ

り、今後も原油価格の高騰もしくは高止まりが続くものと考えております。

　このため予測の範囲を超えた燃料費の上昇があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。

 ③ 労働力不足による業務請負コスト上昇のリスク

  3PL事業には多くの作業従事者が必要になります。今後、景気のさらなる回復や労働人口減少等により、労働力

の確保が困難になってくるものと考えております。

　当社グループは、物流システムなどへの積極的な投資により労働生産性の向上ならびに株式会社日本アシスト

を中心とする人材派遣会社により労働力の確保に努めております。しかしながら、予測を超える人件費や採用費

の高騰もしくは労働生産性の低下があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(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

社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4）リサイクル事業に係わるリスク

　当社連結子会社である㈱リサイクル・アンド・イコールは、「容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律（容器包装リサイクル法）」にもとづき、リサイクルパレットの製造・販売を行っております。

㈱リサイクル・アンド・イコールは、再商品化事業者として自治体で分別収集・圧縮梱包され保管されている廃

プラスチックを過去実績に基づき、年1回の競争入札により、その再商品化を受託し、自治体保管倉庫から運搬し、

リサイクル処理工程を経て物流パレットを製造、販売いたします。㈱リサイクル・アンド・イコールは、法令に

基づき事業を行っておりますが、予期せぬ事情により廃プラスチックの入札ができなかった場合、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。

 (5) 外食事業に係わるリスク

  ① 外食事業に影響を与える外的要因について

 A． 競合他社との競争について

　当社連結子会社である(株)TWレストランツの属する外食業界は、比較的参入障壁が低く、チェーン店展開も容

易であるとされており、現在大手チェーン店の相次ぐ出店、異業種からの参入等により、業界内における同業他

社間競争は極めて厳しいものになっております。

このような環境下、当社グループでは、メニューの内容や店舗における客席の配置及び宅配サービス等により、

競合他社との差別化を図っており、今後も差別化に向けた施策を講じていく所存ではありますが、今後、他の大

手チェーン店や中食産業を含めた競合他社との競争がさらに激化した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

B． その他の外的要因について

　現在、当社グループは、ほぼ和食に限定した事業を行っているため、消費者の嗜好の変化等があった場合、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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　また、食材の原材料価格につき、当社グループの想定を超える大きな変動があった場合、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

　更に、外食産業である当社グループの客数の動向は天候の不順等の影響を受ける可能性があります。

  ② 出店政策について

 当社グループは現在、関西地区において店舗展開を行っており、平成１８年１２月３１日現在同地域で直営店16

店舗、フランチャイズ加盟店１店舗を有しております。今後におきましても、当社は同地域を中心に出店を進め

ていく方針であります。

　当社グループは、出店にあたって、社内基準に基づき、出店候補地の近隣世帯数、近隣道路環境、敷地状況、

競合店状況等の条件を検討した上で、出店地の選定を行っております。しかしながら、当社グループの出店条件

に合致した物件がなく、計画通りの出店ができない場合や出店後に立地環境等に変化が生じた場合、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、直営店舗の出店形態につきましては、土地、建物を賃借し、敷金・保証金等を差し入れる賃借方式によ

る出店が最も多くなっております。そのため、賃借物件の家主・地主の倒産等により敷金・保証金等の回収が不

能となった場合、もしくは、当社グループによる賃貸借契約の中途解約に際し、同契約における返済条件の規定

から、敷金・保証金等を放棄せざるを得なくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

  ③ 法的規制等について

 A. 法的規制について

　当社グループが属する外食業界においては、主な法的規制として「食品衛生法」、「消防法」等があります。

なお、「食品衛生法」においては、飲食店を経営するにあたり、厚生労働省令が定めるところの都道府県知事の

許可を受けなければならない旨、規定されております。また、平成１３年５月に、「食品循環資源の再生利用等

の促進に関する法律」(食品リサイクル法)が施行されております。

　これらの法的規制が強化された場合、設備投資等、新たな費用が発生することにより、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

B. 衛生管理について

　当社グループでは、社内に衛生管理担当者を設け、各店舗の衛生評価、食材・調理器具の検体採取、検便検査

等を定期的に実施し、その結果により、各店舗における食品の保存方法や商品の廃棄基準など衛生管理体制を整

備しており、年２回実施される現地衛生局による立ち入り検査においても、これまで問題となった事例はありま

せん。

　当社グループは今後においても、衛生面に留意していく方針がありますが、外食産業の中でも生鮮食材を扱う

当社グループにとって、食中毒事件等が発生した場合、企業としての存立そのものに重大な影響を及ぼす可能性

があります。

　また、同業他社による食中毒事件等が発生した場合においても、消費者による外食業界全体に対する不信感等

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。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31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
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 ※２  5,039,680   5,574,679   6,789,971  

２　受取手形及び売掛
金

  3,548,608   4,168,735   3,472,272  

３　たな卸資産   119,047   906,535   15,781  

４　その他   1,839,996   1,505,291   1,460,096  

貸倒引当金   △43,881   △54,193   △32,232  

流動資産合計   10,503,450 48.2  12,101,049 49.6  11,705,891 51.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）土地 ※２ 3,431,949   1,161,442   1,060,728   

(2）その他
※１
※２

652,319   1,848,258   1,291,245   

有形固定資産合計
 
 

 4,084,268   3,009,700   2,351,974  

２　無形固定資産           

(1）連結調整勘定  2,205,550   －   4,009,018   

(2) のれん  －   4,049,813   －   

(3）その他  417,181   329,077   288,987   

無形固定資産合計   2,622,732   4,378,890   4,298,005  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,238,579   340,158   651,302   

(2）差入保証金  1,464,963   2,316,835   1,831,564   

(3）信託不動産
※２　
　

 ※４ 
1,038,467   1,340,749   1,337,027   

(4）その他  855,061   889,888   732,961   

貸倒引当金  △51,910   △73,538   △94,192   

投資その他の資産
合計

  4,545,161   4,814,092   4,458,663  

固定資産合計   11,252,162 51.7  12,202,683 50.0  11,108,643 48.5

Ⅲ　繰延資産   18,679 0.1  88,965 0.4  83,974 0.4

資産合計   21,774,292 100.0  24,392,698 100.0  22,898,509 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31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

  1,250,983   2,460,636   1,432,529  

２　一年内償還予定の
社債

 ※２  －   37,000   14,000  

３　短期借入金  ※２  4,626,979   6,042,851   6,686,807  

４　一年以内返済予定
の長期借入金

※２  336,629   468,579   467,479  

５　未払法人税等   138,670   167,383   302,972  

６　未払金   631,123   1,077,195   777,287  

７　前受金   2,400,000   15,296   17,483  

８　賞与引当金   65,719   72,578   68,663  

９　事業整理損失引当
金

  233,464   －   －  

10　その他   1,415,280   842,267   595,605  

流動負債合計   11,098,851 51.0  11,183,789 45.9  10,362,829 45.3

Ⅱ　固定負債           

１　社債 ※２  －   1,138,000   28,000  

２　長期借入金 ※２  2,302,059   4,439,563   4,444,637  

３　繰延税金負債   237,397   66,468   78,072  

４　退職給付引当金   907,316   －   －  

５　役員退職慰労引当
金

  87,667   －   －  

６　その他   286,885   897,476   1,132,310  

固定負債合計   3,821,326 17.5  6,541,509 26.8  5,683,020 24.8

負債合計   14,920,178 68.5  17,725,298 72.7  16,045,850 70.1

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   89,649 0.4  － －  － －

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,736,106 12.6  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金   2,923,946 13.4  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金   785,411 3.6  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  319,743 1.5  － －  － －

Ⅴ　自己株式   △742 △0.0  － －    

資本合計   6,764,464 31.1  － －  － －

負債、少数株主持分
及び資本合計

  21,774,292 100.0  － － － － －

           

－ 11 －



  
前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31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   － －  2,746,825   2,745,294  

２　資本剰余金   － －  2,934,665   2,933,134  

３　利益剰余金   － －  1,006,490   946,864  

４　自己株式   － －  △200,616   △742  

株主資本合計   － －  6,487,363 26.5  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

  － －  △32,621 △0.1  △56,707  

評価・換算差額等合
計

  － －  △32,621 △0.1  △56,707 △0.2

Ⅲ　新株予約権   － －  2,400 0.0  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  210,257 0.9  284,817 1.2

純資産合計   － －  6,667,400 27.3  6,852,659 29.9

負債純資産合計   － －  24,392,698 100.0  22,898,509 100.0

           

－ 12 －



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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   9,104,800 100.0  18,073,012 100.0  25,505,527 100.0

Ⅱ　売上原価   7,552,930 83.0  14,890,579 82.4  20,827,526 81.7

売上総利益   1,551,869 17.0  3,182,433 17.6  4,678,001 18.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１ 
※７ 

 1,344,321 14.7  2,888,465 16.0  3,648,816 14.3

営業利益   207,548 2.3  293,967 1.6  1,029,184 4.0

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  37,313   4,779   61,855   

２　受取配当金  716   1,625   2,144   

３　受取手数料  9,047   12,165   17,017   

４　保険解約収入  7,791   －   －   

５　雑収入  3,338 58,207 0.6 27,101 45,672 0.2 48,445 129,463 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  36,772   77,371   107,733   

２　新株発行費  －   －   3,387   

３　支払手数料  25,361   50,044   64,664   

４　商品廃棄損  7,674   10,295   15,790   

５　雑損失  7,319 77,128 0.8 31,158 168,870 0.9 24,982 216,557 0.8

経常利益   188,627 2.1  170,769 0.9  942,090 3.7

Ⅵ　特別利益           

  １  投資有価証券売却　
　益

 －   4,842   232,498   

  ２　固定資産売却益 ※２ 6,171   52,046   5,522   

３　持分変動損益  －   1,229   －   

４　その他  ※３ － 6,171 0.0 － 58,118 0.3 397,837 635,858 2.5

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※４ 2,628   108   8,795   

２　固定資産除却損 ※５ 123   1,687   369,970   

３　貸倒引当金繰入額  30,875   1,113   62,969   

４　投資有価証券売却損  －   2,577   7,885   

５　投資有価証券評価損  －   108,420   －   

６　持分変動損失  592   139   592   

７　構造改善費用 ※６ 105,117   －   712,724   

８　支払和解金  7,000   －   7,000   

９　その他 ※８ － 146,336 1.6 40,158 154,205 0.8 71,218 1,241,155 4.9

税金等調整前中間
（当期）純利益

  48,462 0.5  74,682 0.4  336,793 1.3

法人税、住民税及び
事業税

※９ 127,685   140,893   409,956   

法人税等調整額 ※９ △108,248 19,437 0.2 △58,392 82,500 0.4 △422,019 △12,062 △0.1

少数株主損失   32,586 0.4  67,443 0.3  －  

少数株主利益   － －  － －  125,790 0.5

中間（当期）純利益   61,612 0.7  59,625 0.3  223,065 0.9

           

－ 13 －



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

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  1,003,062 1,003,062

Ⅲ　資本剰余金中間期末残高   2,923,946

（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　中間純利益  61,612 61,612

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　新規連結による連結剰余
金減少高

 67 67

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高   785,411

－ 14 －



中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31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

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 1,531 1,531 － － 3,062

中間純利益 － － 59,625 － 59,625

自己株式の取得 － － － △199,874 △199,874

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
 

1,531 1,531 59,625 △199,874 △137,185

平成18年12月31日　残高 2,746,825 2,934,665 1,006,490 △200,616 6,487,363

 

評価・換算差額等

少数株主持分 新株予約権 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

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

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 － － － － 3,062

中間純利益 － － － － 59,625

自己株式の取得 － － － － △199,874

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

24,086 24,086 △74,559 2,400 △48,073

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

24,086 24,086 △74,559 2,400 △185,259

平成18年12月31日残高 △32,621 △32,621 210,257 2,400 6,667,400

－ 15 －



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

連結会計年度中の変動額      

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）

― ― ― ― ―

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

 

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

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

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連結会計年
度中の変動額（純額）

△183,902 △183,902 202,813 18,910

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

－ 16 －



(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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 48,462 74,682 336,793

減価償却費  44,091 174,779 254,782

その他償却額  55,666 5,291 14,181

連結調整勘定償却額  36,668 － 122,381

のれん償却額  － 107,463 －

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 22,192 △31,691 52,517

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 8,713 △7,623 57,130

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

 △41,278 － △283,339

受取利息及び受取配
当金

 △38,029 △6,405 △61,855

支払利息  36,772 77,371 107,733

投資有価証券売却益  － △2,455 △224,612

投資有価証券評価損  － 108,420 －

有形固定資産売却損
益

 △3,543 △51,938 3,272

有形固定資産等除却
損

 138 1,687 369,970

構造改善費用  － － 528,950

売上債権の減少額
（△増加額）

 3,241,336 △397,102 3,407,698

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △40,128 △142,905 25,598

未収入金の減少額
（△増加額）

 － 406,445 △61,044

前払費用の減少額
（△増加額）

 － 30,812 △17,339

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △3,492,480 167,458 △2,875,502

未払金の増加額（△
減少額）

 90,420 △65,699 △47,827

未払費用の増加額
（△減少額）

 － △51,715 △344,794

株式報酬費用  － 2,400 －

その他  347,471 △4,315 △722,652

小計  316,476 394,959 642,041

－ 17 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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）

利息及び配当金の受
取額

 32,487 5,347 61,068

利息の支払額  △18,567 △66,977 △105,017

法人税等の支払額  △261,008 △281,747 △398,976

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 69,388 51,582 199,116

－ 18 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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

 － － 36,936

定期預金の預入れに
よる支出

 － △1,798 －

有形固定資産の取得
による支出

 △670,182 △622,862 △1,365,297

有形固定資産の売却
による収入

 20,967 134,700 4,399,560

信託不動産の取得に
よる支出

 △1,058,627 △31,071 △1,369,240

無形固定資産の取得
による支出

 △9,482 △118,380 △112,101

無形固定資産の売却
による収入

 － 20,750 70,000

その他償却資産の取
得による支出

 △15,085 △58,466 △138,519

投資有価証券の取得
による支出

 △188,913 △410,456 △741,246

投資有価証券の売却
による収入

 15,000 644,231 359,750

関係会社株式の取得
による支出

 34,278 △82,800 △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

 － △623,376 △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

出資金の売却による
収入

 － 600 －

短期貸付金の純増減  △227,600 52,220 1,239,419

長期貸付けによる支
出

 △141,500 △80,320 △1,971,267

長期貸付金の回収に
よる収入

 504,939 372,024 2,052,242

前受金の増加による
収入

 2,400,000 － －

その他  △95,047 8,061 △130,196

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 568,746 △796,943 1,287,832

－ 19 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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）

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

 4,901,885 5,527,406 16,787,497

短期借入金の返済に
よる支出

 △7,200,000 △6,871,362 △18,075,430

長期借入による収入  1,005,714 432,735 1,671,180

長期借入金の返済に
よる支出

 △526,946 △436,708 △1,242,120

社債発行による収入  － 1,090,000 42,000

社債償還による支出  － △27,000 △100,000

株式の発行による収
入

 2,006,125 3,062 2,024,500

自己株式の取得によ
る支出

 － △199,874 －

その他  △742 － △4,130

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 186,036 △481,740 1,103,496

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 824,170 △1,227,102 2,590,446

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 4,179,996 6,775,421 4,179,996

Ⅵ　新規連結による現金及
び現金同等物の増加額

 4,979 － 4,979

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 5,009,146 5,548,319 6,775,421

     

－ 20 －



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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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

16社

(イ)連結子会社の数

18社

(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

㈱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。

　㈱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。

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

 有限責任中間法人

 VWLHOLDINGS

㈲ＶＷＬ

㈲ＶＷＬ瀬戸

㈲ＶＷＬ瀬戸２

㈱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

 ㈱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、当中間連結

会計期間より連結子会社となっ

ており、中間連結財務諸表に含

めております。

  当中間連結会計期間において、

㈱スーパーテックは㈱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。

　㈱アウトソーシング・ジャパ

ンは㈱ＮＡホールディングスに

吸収合併されております。

  ㈲トータル人事は㈱エデック

に吸収合併されております。

  ㈱エデックは㈱日本アシスト

に吸収合併されております。

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，

有限責任中間法人　

VWLHOLDINGS，㈲ＶＷＬ，㈲Ｖ

ＷＬ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

　㈱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。

　㈱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。

　㈱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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

　有限責任中間法人

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。

 

　

 

　有限責任中間法人

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㈲Ｖ

ＷＬ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 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。

　㈱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㈱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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

  　㈱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

有限責任中間法人

UWPHOLDINGS

㈲ＵＷＰ

(ロ)主要な非連結子会社の名称等

有限責任中間法人

UWPHOLDINGS

㈲ＵＷＰ

(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

　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。

連結の範囲から除いた理由

　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。

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

　同左

(イ)持分法適用の非連結子会社数

　同左

(ロ)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。

(ロ)持分法適用の関連会社数

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　　２社

有限責任中間法人

UWPHOLDINGS

㈲ＵＷＰ

(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

(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

UWLHOLDINGS

㈲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

としても重要性がないため、持分

法の適用から除外しております。

持分法を適用しない理由

　同左

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

しても重要性がないため、持分法

の適用から除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

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、また、㈱南王、

有限責任中間法人

VWLHOLDINGS、㈲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、有限責任中間

法人

VWLHOLDINGS及び㈲ＶＷＬの中間決

算日は、10月31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、有限責任中間

法人　VWLHOLDINGS、㈲ＶＷＬ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㈲ＶＷ

Ｌ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

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

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（時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

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

時価法

(ロ)デリバティブ

時価法

(ロ)デリバティブ

時価法

(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

同左

商品

最終仕入原価法による原価法

(ハ)たな卸資産

仕掛品・未成工事支出金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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

(イ)有形固定資産

建物（附属設備を除く）

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

　定率法

　ただし一部の子会社については

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

　なお、主要な耐用年数は以下の

とおりであります。

 建物及び構築物　　 ２～39年

 機械装置及び運搬具 ２～15年

 その他　　　　　　 ２～15年

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

　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　　　２～39年

機械装置及び運搬具　２～15年

その他　　　　　　　２～15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）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  (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

　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。

─────

 

　

─────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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)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

─────

（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。

(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。

 ─────

 

(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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

(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。

(イ)重要なヘッジ会計の方法

同左

(イ)重要なヘッジ会計の方法

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。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

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

 

 

①　ヘッジ手段

金利キャップ

②　ヘッジ対象

借入金

 

 

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。

(ハ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

　

(ハ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

　

(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。

　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。

(ロ)繰延資産の処理方法

　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。

　社債発行費は社債の償還まで

の期間にわたる定額法により償

却しております。

(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。

　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。

　

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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

（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。

──────

　

　

（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。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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、6,454,742千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

（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、6,567,841千円であります。

　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）

 　当中間連結会計期間より「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。

（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） 

　当中間連結会計期間から「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

税金等調整前中間純利益が2,400千円

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

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

減少しております。  
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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。

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、「のれ

ん」と表示しております。

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間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、当中間連結会計期間から「のれ

ん償却額」と表示しております。
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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17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12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

1,837,281千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,730,905千円

※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　責任財産限定債務（ノンリコースロー

ン）

※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）

※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 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

信託不動産 1,038,467千円 信託不動産 1,340,749千円

土地 647,036千円

信託不動産 1,337,027千円

土地 647,036千円

(2）担保付債務 (2）担保付債務 (2）担保付債務

長期借入金 1,065,000千円 一年以内返済予

定の長期借入金
31,080千円

長期借入金 1,499,880千円

一年以内返済予

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(有)VWL、(有)VWL瀬戸２を対

象に融資されたもの、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。

　本債務は、上記(1)の担保提供資産

を含む(有)VWL、(有)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。

　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　１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

２　１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

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 3,117千円

土地 1,772,171千円

建物及び構築物 170,936千円

土地 276,95千円

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 (2）担保付債務 (2）担保付債務

一年以内償還予定

の社債
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 147,523千円

短期借入金 15,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
98,482千円

一年以内償還予定

の社債
7,000千円

長期借入金 239,908千円

社債 28,000千円

短期借入金 500,000千円

一年以内返済予定

の長期借入金
238,293千円

一年以内償還予定

の社債
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。

　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。

　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

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

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

※４　信託不動産の内訳は次のとおりであり

ます。

※４　信託不動産の内訳は次のとおりであり

ます。

 ※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

建物及び構築物 761,301千円

土地 577,263千円

その他 2,184千円

建物及び構築物 757,203千円

土地 577,263千円

その他 2,560千円
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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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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 ※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※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

給与手当 742,806千円

賞与引当金繰入額 8,610千円

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 ※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

建物及び構築物 51,805千円

機械装置及び運搬具 241千円

計 52,046千円

機械装置及び運搬具 4,821千円

その他 700千円

計 5,522千円

 

  ─────

  

 ─────

 

 ※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 

事業整理損失引当金

戻入益
201,500千円

 退職給付終了益 143,479千円 

  

 ※４　固定資産売却損の内訳  ※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 2,628千円 機械装置及び運搬具 108千円 機械装置及び運搬具 8,795千円

※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳

工具器具備品 123千円 建物及び構築物 1,241千円

機械装置及び運搬具 446千円

計 1,687千円

建物及び構築物 766千円

機械装置及び運搬具 111,861千円

ソフトウェア 243,446千円

その他 13,896千円

計 369,970千円

※６　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　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

 

  ─────

 

 

 

 

   ─────

 

  ─────

 

 

 

 

 ※８　その他(特別損失)の内訳

 役員退職金　　　　　　　　　 5,238千円　

 過年度損益修正損　　　　　　34,920千円

 

 

 

 ※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処理しており

ます。

  ※８　その他(特別損失)の内訳

 関係会社株式売却損　　　　　 34,815千円

 控除対象外消費税償却額　　　 27,403千円

 解約手数料　　　　　　　　　　9,000千円

 

 ※９　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

 ※９　税効果会計

 同左

 

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

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

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。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31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）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 59,573.43 25 － 59,598.43

合計 59,573.43 25 － 59,598.43

自己株式     

普通株式 2.43 1,117 － 1,119.43

合計 2.43 1,117 － 1,119.43

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末
残高

（円）
前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社 平成16年新株予約権 普通株式 3,381 － 83 3,298 －

平成18年新株予約権 普通株式 595 － － 595 －

 平成18年新株予約権 普通株式 － 405 － 405 2,400

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 3,976 405 83 4,298 2,400

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)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

 　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）

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     

普通株式 51,259 8,314.43 － 59,573.43

合計 51,259 8,314.43 － 59,573.43

自己株式     

普通株式 － 2.43 － 2.43

合計 － 2.43 － 2.43

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
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区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高

（円）
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

提出会社 ストック・オプションと

しての新株予約権
普通株式 － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

 (注）上記の内容についてはストックオプション等関係に記載しております。

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)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　　　　　　該当事項はありません。

－ 35 －



（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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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

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

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 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

現金及び預金 5,574,679千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△26,360千円

現金及び現金同等物 5,548,319千円

現金及び預金 6,789,971千円

預入期間が３ヶ月超

の定期預金
△14,549千円

現金及び現金同等物 6,775,421千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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　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)借手側   (1)借手側   (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、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）

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）

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

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

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 10,427 53,012 211,560

工具器具
及び備品

271,144 118,646 3,902 148,596

車両運搬
具

463,093 189,913 6,957 266,222

機械装置
及び運搬
具

1,090,345 86,638 － 1,003,707

ソフト
ウェア

335,359 155,206 18,963 161,190

合計 2,434,944 560,831 82,835 1,791,277

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

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

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

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 179,656千円

１年超 500,297千円

合計 679,953千円

１年以内 1,159,124千円

１年超 747,239千円

合計 1,906,363千円

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中間期末残高

181,054千円

リース資産減損勘定中間期末残高

96,213千円

リース資産減損勘定期末残高

139,962千円

③　支払リース料、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

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

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

支払リース料 175,194千円

リース資産減損勘定

の取崩額
35,032千円

減価償却費相当額 136,579千円

支払利息相当額 36,864千円

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

 

 

 

 

 

 

   (2)貸手側   (2)貸手側

  　①　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,271千円

１年超 9,396千円

合計 11,667千円

 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

 ２　オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 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

１年以内 9,527千円

１年超 12,131千円

合計 21,658千円

１年以内 14,014千円

１年超 16,969千円

合計 30,983千円
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②　有価証券

（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 前中間連結会計期間（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

（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18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 310,052 260,448 △49,603

②　債券    

国債・地方債等 － －  

社債 － －  

その他 － －  

③　その他 9,700 6,700 △3,000

計 319,752 267,148 △52,603

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18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 73,009

計 73,009
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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 △46,877

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

③　デリバティブ取引

前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。

当中間連結会計期間末（平成18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、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。
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④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

 販売費および一般管理費の株式報酬費用　　2,400千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 ３　　名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　405株

付与日 平成18年７月３日

権利確定条件   ─────

対象勤務期間  平成18年７月３日から平成20年７月４日

権利行使期間  平成20年７月４日から平成22年９月29日

権利行使価格（円）  227,000円

付与日における公正な評価単価（円） 26,248円
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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．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

         販売費および一般管理費の株式報酬費用　　－千円

 

 　　　２．当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容

 

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 14　　名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　595株

付与日 平成18年４月18日

権利確定条件   ─────

対象勤務期間  平成18年４月18日から平成20年４月19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

権利行使価格（円）  265,000円

付与日における公正な評価単価（円）   ─────
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⑤　セグメント情報

ａ．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………ロジスティクス・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、

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・コンサルティングサービス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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当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 
３ＰＬ事業
（千円）

人材アウトソー
シング事業

（千円）

コンサルティン
グ事業

（千円）

納品代行事業
（千円）

金融事業
（千円）

リサイクル事業
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
3,100,063 2,443,266 257,269 5,335,619 231,743 605,924

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
188,374 1,063,342 306,825 213,063 128,977 －

計 3,288,437 3,506,609 564,094 5,548,682 360,720 605,924

営業費用 3,192,404 3,188,298 407,169 5,666,593 258,802 515,709

営業利益 96,032 318,311 156,925 (117,910) 101,918 90,214

 
 ドラッグスト

ア事業
 

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
4,531,325 1,567,800 18,073,012 － 18,073,012

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
60 9,755 1,910,397 (1,910,397) －

計 4,531,385 1,577,555 19,983,410 (1,910,397) 18,073,012

営業費用 4,369,639 1,526,898 19,125,515 (1,346,470) 17,779,044

営業利益 161,745 50,657 857,895 (563,927) 293,967

　（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）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) 金融事業……リース業、ファンド運用及び貸金業

(6）リサイクル事業……リサイクルパレットの製造・販売

 　　　　 (7）ドラックストア事業……ドラッグストアの運営

(8）その他事業………ロジスティクス・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、

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（559,114千円）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　当連結会計年度においてロジスティクス・コンサルティングサービス事業とシステムコンサルティング事業

を統一し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。
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前中間連結会計期間（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）

コンサルティン
グ事業
（千円）

納品代行事業
（千円） 

金融事業
（千円）  

 リサイクル事
業

（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
3,453,707 2,187,377 419,723 2,077,983 4,535 －

(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 － －

計 3,467,625 3,333,418 419,723 2,082,592 4,535 －

営業費用 3,364,896 3,062,030 99,471 2,055,413 30,466 －

営業利益 102,729 271,388 320,251 27,179 (25,930) －

 
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
－ 961,472 9,104,800  9,104,800

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 8,277 1,172,846 (1,172,846) －

計 － 969,750 10,277,646 (1,172,846) 9,104,800

営業費用 － 998,928 9,611,205 (713,953) 8,897,252

営業利益 － (29,178) 666,441 (458,892) 207,548

 

  　　　　 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）

 システム
コンサル
ティング
事業

 （千円）

納品代行事
業 

（千円） 

金融事業
 （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 5,064,457 708,734 8,141,869 197,562 301,573 3,174,450 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 41,132 － 304,374 2,858,592 (2,858,592) －

計 8,093,366 7,220,885 708,734 8,322,039 238,694 301,573 3,478,825 28,364,120 (2,858,592) 25,505,527

営業費用 7,648,708 6,636,856 77,585 8,212,857 167,357 262,033 3,478,205 26,483,603 (2,007,261) 24,476,342

営業利益 444,658 584,029 631,149 109,182 71,337 39,539 620 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）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）金融事業……リース業、ファンド運用及び貸金業

(6）リサイクル事業……リサイクルパレットの製造・販売

(7）その他事業……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、建築事業、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。
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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。

６　従来、ロジスティクス・コンサルティングサービス事業及び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、当連結会計年度より、その他事業に含めて表示してお

ります。また、金融事業については、当該事業の重要性が高まったため当連結会計年度より区分掲記してお

ります。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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株当たり純資産額 113,839円63銭

１株当たり中間純利

益
1,131円44銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益
1,107円60銭

１株当たり純資産額 110,377円10銭

１株当たり中間純利

益
1,006円06銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益
997円03銭

１株当たり純資産額 110,252円34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

当たり当期純利益
3,775円54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）
61,612 59,625 223,065

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
61,612 59,625 223,065

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） 54,454 59,266 56,927

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 1,172 536 2,154

普通株式増加数（株） 1,172 536 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

－

・潜在株式の種類

　　新株予約権

・潜在株式の数

 　　1,000個

－
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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　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日

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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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　主な事業内容

薬局経営及び一般医薬品販売

⑤　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）取得の目的

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、業態の物流機能再編を目指すこと。

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

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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　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％

(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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

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

405個

(3）新株予約権の発行価額

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株

(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）新株予約権の行使により発行する株式

の発行価格の総額

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

(8）新株予約権の行使により新株を発行す

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株当たり113,500円）

(9）新株予約権の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
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

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円

(2）発行価額：額面100円につき金100円

(3）利率：６ヶ月円TIBORに0.15を加えた利

率

(4）発行年月日：平成18年７月31日

(6）募集の方法：株式会社三井住友銀行の

総額買取引き受けによる

(7）償還の期限：平成25年７月31日

(8）償還の方法：額面100円につき金100円

(9）担保及び保証：なし

(10）資金の使途：事業資金
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

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

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

《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。

 

 

 

 

 

 

５　当社は、平成18年３月１日開催の取締役

会において、アサヒ運輸株式会社および

その関連会社であるアサヒサービス株式

会社、株式会社アサヒビジネスネットワー

クの株式を取得し、連結子会社とするこ

とを決議いたしました。

(1）対象会社の概要（平成18年２月１日現

在）

《アサヒ運輸株式会社》

①　商号

アサヒ運輸株式会社

②　主な事業内容

一般貨物取扱事業・納品代行事業

③　資本金

57,000千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《アサヒサービス株式会社》

①　商号

アサヒサービス株式会社

②　主な事業内容

物流業務請負業

③　資本金

22,500千円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

《株式会社アサヒビジネスネットワーク》

①　商号

株式会社アサヒビジネスネットワー

ク

②　主な事業内容

コンピュータ機器等の販売・賃貸、

ソフトウェアの製造・販売他

③　資本金

10,000千円

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）株式取得の内容

《アサヒ運輸株式会社》

①　株式取得方法

出資持分109,400株（発行済み株式数

96.1％）取得

②　株式取得日

平成18年３月１日

③　取得価額

総額245,271千円

④　取得後の所有割合

96.1％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《アサヒサービス株式会社》

①　株式取得方法

出資持分36,675株（発行済み株式数

81.5％）取得

②　株式取得日

平成18年３月１日

③　取得価額

総額53,932千円

④　取得後の所有割合

81.5％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《株式会社アサヒビジネスネットワーク》

①　株式取得方法

出資持分157株（発行済み株式数

78.5％）取得

②　株式取得日

平成18年３月１日

③　取得価額

総額6,059千円

④　取得後の所有割合

78.5％
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31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）

(3）目的

　当社は平成17年８月に百貨店納品代行

業者大手株式会社南王を子会社化し、百

貨店への納品代行業へ参入いたしました。

株式会社南王は主に首都圏ならびに関東

以北に対する営業基盤を有しており、中

部以西へのサービス基盤が脆弱でした。

今回関西に基盤を置く納品代行業者アサ

ヒ運輸および関連会社を子会社化するこ

とにより、関西エリアでの百貨店納品代

行業の機能強化を図ります。本基本合意

は、単に企業規模を拡大するだけではな

く、関東、関西の百貨店ならびにクライ

アントへ提供できるサービスを飛躍的に

向上できるものと考えております。また

機能統合やシステム統合による効率的企

業運営を行ってまいります。

 

 

 

６　当社は、平成18年３月22日開催の取締役

会において、株式会社リサイクル・アン

ド・イコールの株式を取得し、連結子会

社とすることを決議致しました。

(1）対象会社の概要（平成17年３月31日現

在）

①　商号

株式会社リサイクル・アンド・イコー

ル

②　主な事業内容

容器包装プラスチックリサイクル業

③　資本金

245,000千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）株式取得の内容

①　株式取得方法

出資持分20,005株（発行済み株式数

45.5％）取得

第三者割当増資による新株予約権の

引受30,000株

②　株式取得日

平成18年３月30日

③　取得価額

総額500,050千円

④　取得後の所有割合

75.3％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）目的

　当社は、環境問題への取組みを始め、

静脈物流の取込み、物流・流通に不可欠

な物流パレットが木製からプラスチック

に変わっていくことを勘案し、対象会社

株式を取得すること決定いたしました。

 

 

 

－ 53 －


