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   平成 20年９月26日 

各  位 

 大阪市住之江区南港南一丁目1番 125号

 ワールド・ロジ株式会社

  代表取締役社長 森田 賀典

 （コード番号：9378 大証ヘラクレス）

  問い合わせ先 社長室 執行役員

  勝田 晃範

 TEL：０６－６５６９－６３３１

 

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 

 

当社は、平成20年9月26日開催の当社取締役会において下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 第三者割当による自己株式処分の目的 

当社は、平成9年設立以来、自社保有の倉庫や車両を持たないノンアセット型の３PL事業者（サード・パーティ・ロジ

スティクス事業者）として、クライアント様へ物流サービスを提供して参りました。この間、流通・物流にかかわる多く

の企業様と業務提携等により成長して参りましたが、より物流に関するニーズの多様化やここ数年来の原油価格に代表さ

れる原材料の高騰や3PL事業者間の競争等により、厳しい経営環境に直面しております。 

このような状況の中、クライアント様との関係の強化、資材調達の簡便化や経費の削減、倉庫事業者や運送事業者等の

協力業者様との提携関係の強化によるサービスレベルの拡充を目的とし、当社の自己株式を第三者割り当てにより処分す

ることといたしました。 

 

２． 調達する資金及び使途 

（１） 調達する資金の額(差引手取概算額) 

     48,000,000 円 

（２） 調達する資金の具体的な使途 

全額運転資金として充当されます。 

（３） 調達する資金支出予定時期 

運転資金のため具体的な予定時期はございません。 

（４） 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

今回の自己株式の処分は、クライアント様ならびに協力業者様との関係強化による事業上のシナジー効果等を

目的としたものであり、当社グループの今後の事業展開に鑑みて合理性があるものと考えております。 

 

３． 最近3年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 最近3年間の業績(連結)                               単位：百万円 

決算期 平成18年 6月期 平成19年 6月期 平成20年 6月期 

売上高 25,505 34,463 34,555

営業利益 1,029 488 978

経常利益 942 250 674

当期純利益 223 83 160

1 株当たり当期純利益(円) 3918 1,421 2807

1 株当たり配当金(円) - 1,000 550

1 株あたり純資産(円) 110,252 112,842 113,223

 

（２） 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 総 数 59,698.43 株 100.0％

現時点の転換価額（行使価額）におけ

る 潜 在 株 式 数 の 総 数

4,125株 6.9％

下限値の転換価額（行使価額）におけ

る 潜 在 株 式 数 の 総 数

該当無し 該当無し

上限値の転換価額（行使価額）におけ

る 潜 在 株 式 数 の 総 数

該当無し 該当無し
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（３） 今回の自己株式処分の状況 

処 分 日 平成 20 年 10 月 14 日 
調 達 資 金 の 額 48,000,000 円 
処分時点における発行済株式数 59,689.43 株 
処 分 時 に お け る 潜 在 株 式 数 4,125 株 

 

（４） 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

平成17年 6月 29日開催の取締役会にて2010年 7月 15日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債を発行しました。 

１．銘柄 2010年 7月 15日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

２．払込期日及び発行日 2005年(平成 17年)7月 15日 

３．社債の総額 20億円 

４．募集の方法 Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited(特

定海外投資家)の総額買取引受による 

５．新株予約権の行使期間 2005年 7月 19日から2010年 7月 14日 

６．株式転換完了日 平成17年 10月 27日 

７．累計転換額 20億円(転換率：100％) 

８．発行株式の種類 普通株式 

９．累計発行株式数 8,114.43株 

 

（５） 最近の株価 

 

平成 18年 6月期末 

（平成18年 6月 30日） 

 

212,000円 

平成 19年 6月期末 

(平成19年 6月 30日) 

 

61,800 円 

平成 20年 6月期末 

(平成20年 6月 30日) 

 

30,600 円 

直近 3ヶ月の終値平均 

（平成20年6月1日から平成20年8月31日）

 

28,914 円 

 

４． 募集後の大株主および持株比率 

処分前(平成20年 6月 30日現在) 処分後 

上井健次    20.31％ 上井健次    20.31％

株式会社バロー 3.01％ 株式会社バロー 3.01％

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社 

2.17％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社 

2.17％

ユービーエスエージーロンドンカウン

トアイピービーセグリティテッドクラ

イアントアカウント 

2.08％ ユービーエスエージーロンドンカウント

アイピービーセグリティテッドクライア

ントアカウント 

2.08％

カセイスバンクルクセンブルグクライ

アントアカウント 

2.02％ カセイスバンクルクセンブルグクライア

ントアカウント 

2.02％

犬伏正 2.01％ 犬伏正 2.01％

東京美装興業株式会社 1.95％ 東京美装興業株式会社 1.95％

トーヨーカネツソリューションズ株式

会社 

1.50％ トーヨーカネツソリューションズ株式会

社 

1.50％

SBIイー・トレード証券株式会社 1.29％ SBIイー・トレード証券株式会社 1.29％

薮本正巳 1.13％ 薮本正巳 1.13％

（注）①処分前（平成 20 年 9月 26 日現在）に、当社は自己株式を 2,982.43 株（発行済株式総数に対する割合 4.99％）

所有しておりますが、上記に含んでおりません。 

②処分後の大株主および持株比率については、平成20年 6月 30日の株主を基準として記載しております。 

 

５． 業績への見通し 

 今回の自己株式処分により、より強固なパートナーシップ構築による業務改善等のシナジー効果が期待できます。平成

21年 6月期の連結業績への影響は軽微です。 

 

６． 処分条件の合理性 

（１） 処分条件(処分価額等)が合理的であると判断した根拠 

処分価額は、取締役会決議の前日の大阪証券取引所における当社普通株式の終値である18,090 円といたしました。市
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場価格を採用し既存株主との公平間を保つことにより、合理的と判断しております。 

（２） 処分数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由 

 今回の自己株式の処分株式数は、2,702株で当社の発行済株式数の4.53％と、一定の希薄化をもたらすものの、当該自

己株式の処分による協力会社との更なる関係強化は、コスト削減等のシナジー効果を通じて、当社の企業価値向上に資す

るものであると考えております。したがって、今般の処分数量及び株式の希薄化後の規模は合理的であると判断しており

ます。 

 

７． 処分先の選定理由 

（１） 処分先の概要ならびに処分先を選定した理由 

処分先は合計20社となり、主に当社のクライアント様ならびに協力業者様で構成されております。詳細は下記の通りです。 

①商号 株式会社いんてっく 

②事業内容 貨物運送事業 

③設立年月日 平成9年 2月 

④本店所在地 東京都江戸川区鹿骨１－３４－６ 

⑤代表者名 池田 博 

⑥資本金 3000万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 福永運送株式会社 

②事業内容 貨物運送事業 

③設立年月日 昭和21年 5月 

④本店所在地 東京都杉並区和泉３－４－６ 

⑤代表者名 福永 八郎 

⑥資本金 1000万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 有限会社昌藤社 

②事業内容 貨物運送事業 

③設立年月日 平成18年 3月 

④本店所在地 千葉県船橋市栄町1-9-1ダイアパレスライブシティ716号

⑤代表者名 藤代 昌克            

⑥資本金 600万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 



 4

 

①商号 日新商事運輸株式会社 

②事業内容 貨物運送事業 

③設立年月日 平成6年 2月 

④本店所在地 東京都江東区辰己３－２６－３ 

⑤代表者名 星田 芳郎 

⑥資本金 3000万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 三陽梱包運送有限会社 

②事業内容 貨物運送事業 

③設立年月日 昭和55年 7月 

④本店所在地 東京都江戸川区南葛西４－１４－９ 

⑤代表者名 松尾 弘 

⑥資本金 300万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 東神急送有限会社 

②事業内容 貨物運送事業 

③設立年月日 平成元年4月 

④本店所在地 東京都江戸川区南葛西４－２－１８ 

⑤代表者名 松尾 ヨシ子 

⑥資本金 300万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 函館運送株式会社 

②事業内容 貨物運送事業・労働派遣事業・第二種利用運送業 

③設立年月日 昭和24年 6月 29日 

④本店所在地 函館市西桔梗町５８９－１４８ 

⑤代表者名 日下部 博久 

⑥資本金 30,000 千円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 株式会社中央ワイドサービス 

②事業内容 貨物運送事業 

③設立年月日 昭和47年 10月 

④本店所在地 大阪市淀川区西三国４－５－４ 

⑤代表者名 山口 哲夫 
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⑥資本金 1000万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

 

①商号 株式会社フュージョン・ロジ 

②事業内容 貨物運送事業 

③設立年月日 平成16年 7月 

④本店所在地 大阪府岸和田市包近町２６４－１ 

⑤代表者名 藤原 和之 

⑥資本金 1500万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 名鉄運輸株式会社 

②事業内容 貨物運送事業・引越業・倉庫業 

③設立年月日 昭和18年 6月 1日 

④本店所在地 愛知県名古屋市東区葵二丁目12番８号 

⑤代表者名 米原 浩一 

⑥資本金 20億 6599万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 株式会社近江屋 

②事業内容 各種梱包資材、機器販売 及び機器設置工事 他 

③設立年月日 昭和２５年２月１日 

④本店所在地 大阪市中央区博労町1-8-14（本社自社ビル） 

⑤代表者名 門谷 伸二  

⑥資本金 ２０，０００千円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に物流梱包資材の調達を依頼しております 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の物流事業に必要な梱包資材の共同購入や調達支援の

業者として、今後もコスト削減等のシナジー効果が上がる

と判断したためであります。 
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①商号 有限会社ビバーチェ 

②事業内容 広告デザイン業、商業印刷全般取扱 

③設立年月日 平成１５年１０月１日 

④本店所在地 大阪市中央区高麗橋2-2-3 佃ビル５階 

⑤代表者名 川見 俊忠 

⑥資本金 ３，０００千円 

資本関係 ありません。 

取引関係 当社広報物のデザインや印刷を委託しておりま

す。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社グループの広告デザインから印刷までの全般を依頼す

ることによりシナジー効果が上がると判断したためです。

 

①商号 株式会社シールズ 

②事業内容 電機空調設備工事一式、設計施工、建築工事一式 

③設立年月日 平成１１年３月１１日 

④本店所在地 寝屋川市高柳町５－２６－１６ 

⑤代表者名 兵頭 眞 

⑥資本金 １０，０００千円 

資本関係 ありません。 

取引関係 当社グループの施設メンテナンス等 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社グループの施設管理やメンテナンスを委託することに

よるシナジー効果が上がると判断したためです。 

 

①商号 協同組合文具事務用品工業会 

②事業内容 文具製造業における共同物流事業 

③設立年月日 平成９年１０月１日 

④本店所在地 大阪市住之江区南港南１丁目１－１９８ 

⑤代表者名 磯村 清 

⑥資本金 ４０００万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 協同組合の物流管理全般の３PL業務 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 今後の物量増加等に伴うなお一層のパートナーシップの強

化を目的としております。 

 

①商号 オープン工業株式会社 

②事業内容 文具用品製造、卸し 

③設立年月日 昭和２８年４月１日 

④本店所在地 京都市南区久世殿城町５６３ 

⑤代表者名 小笠原 康夫 

⑥資本金 ２４００万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 協同組合文具事務用品工業会の出資企業として

物流管理全般の３PL業務 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 今後の物量増加等に伴うなお一層のパートナーシップの強

化を目的としております。 
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①商号 株式会社ジェー・シー・シー 

②事業内容 運送事業 

③設立年月日 平成17年 5月 

④本店所在地 神奈川県川崎市宮前区宮崎 3 丁目 10-6 
⑤代表者名 小野 智樹 

⑥資本金 10,000 千円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 株式会社立商 

②事業内容 一般貨物運送事業、特定派遣業 

③設立年月日 平成19年 1月 11日 

④本店所在地 福岡県福岡市東区松島5－22－14 

⑤代表者名 立川早実 

⑥資本金 100万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 主に運送事業を委託しております。 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の運送事業の協力業者として、今後もコスト削減等の

シナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

①商号 株式会社福島 

②事業内容 商社 

③設立年月日 平成13年 11月 22日 

④本店所在地 大阪市福島区海老江五丁目3番 11号忠愛ビル3階 

⑤代表者名 西本 資史 

⑥資本金 １０００万円 

資本関係 ありません。 

取引関係 物流等各種のコンサルティング案件等の紹介や

仲介を委託しております 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

⑧処分先を選定した理由 当社の物流コンサルティング事業への協力業者として、今

後も案件の開発等の連携を深められると判断したため 

 

①商号 田渕海運株式会社 

②事業内容 海運業、貨物運送取扱事業、船舶代理業 

③設立年月日 昭和１０年１０月６日 

④本店所在地 大阪府大阪市西区安治川２丁目２番５号 

⑤代表者名 田渕 訓生 

⑥資本金 1億 80万円 

資本関係 当社株式270株保有 

取引関係 大阪南港において倉庫の賃借契約 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

処分先を選定した理由 倉庫の賃借ならびに大阪港湾地区での業務提携において、

なお一層の提携強化を図れると判断したためであります。
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①商号 株式会社キャリア・サプライ 

②事業内容 特定人材派遣業 

③設立年月日 平成17年 8月 1日 

④本店所在地 大阪府大阪市都島区都島本通1ー4ー1 

⑤代表者名 梁本 哲司 

⑥資本金 資本金300万円 

資本関係 ありません 

取引関係 ありません 

人的関係 ありません。 

⑦ワールド・ロジと処分先の関係等 

関係当事者への該当状況 ありません。 

処分先を選定した理由 当社グループ人材アウトソーシングとの協業による業務シ

ナジー効果が上がると判断したためであります。 

 

（２） 処分先の保有方針 

 処分先全社から、処分する株式の保有方針について、中長期に亘り保有する意向である旨報告を受けております。 

 当社と処分先各社との間において、払込期日（2008年 10月 14日）から2年間、当該割当株式の全部または一部を

譲渡した場合には、当該譲渡に関して書面にて当社へ報告する旨の確約を得る予定であります。 

以上 
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（別添） 
処分要領 

(1) 処分株式数 

   2,702株 

(2) 処分価額 

   1株につき 18,090円 

(3) 処分の総額 

   48,879,180 円 

(4) 処分方法 

   株式会社いんてっく、有限会社昌藤社、日清商事運輸株式会社、三陽梱包運輸有限会社、東神急送有限会社、函館

運送株式会社、株式会社中央ワイドサービス、株式会社フュージョン・ロジ、名鉄運輸株式会社、株式会社近江屋、有限

会社ビバーチェ、株式会社シールズ、協同組合文具事務用品工業会、オープン工業株式会社、株式会社ジェー・シー・シ

ー、株式会社立商、株式会社福島、田渕海運株式会社、株式会社キャリア・サプライに譲渡する。 

(5) 払込期日 

   平成 20年 10月 14日 

(6) 処分後の自己株式 

   280.43株 

(7) 割当先別割当数 

氏名 株式数 

株式会社いんてっく 55 

福永運送株式会社 55 

有限会社昌藤社 55 

日新商事運輸株式会社 55 

三陽梱包運輸有限会社 55 

東神急送有限会社 55 

函館運送株式会社 55 

株式会社中央ワイドサービス 55 

株式会社フュージョン・ロジ 55 

名鉄運輸株式会社 55 

株式会社近江屋 55 

有限会社ビバーチェ 55 

株式会社シールズ 55 

協同組合文具事務用品工業会 276 

オープン工業株式会社 165 

株式会社ジェー・シー・シー 55 

株式会社立商 55 

株式会社福島 276 

田渕海運株式会社 1,105 

株式会社キャリア・サプライ 55 
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