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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第2四半期 11,268 △39.4 △282 ― △434 ― △1,617 ―
20年6月期第2四半期 18,606 3.1 282 △3.8 157 △7.6 106 186.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第2四半期 △27,953.63 ―
20年6月期第2四半期 1,847.22 ―

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

21年6月期第2四半期 21,404 4,923 22.8 82,252.40
20年6月期 22,855 6,494 28.1 113,223.73

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  4,887百万円 20年6月期  6,421百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― 550.00 550.00
21年6月期 ― ― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 500.00 500.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 24,500 △29.0 200 △79.5 50 △92.5 △750 ― △13,223.78

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「4.その他」をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「4.その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 業績予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
3.上記業績予想数値は平成20年11月4日に開示の業績予想数値であります。現時点での通期業績予想数値につきましては精査中であり、精査終了後速やかに発
表いたします。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第2四半期  59,698株 20年6月期  59,698株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  280株 20年6月期  2,982株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  57,876株 20年6月期第2四半期  56,716株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した株式市場の低迷をはじ
め急激な円高が企業収益を圧迫するとともに、雇用情勢の悪化や個人所得の伸び悩みによる消費の低迷な
ど景気は後退局面に入りました。 
物流・流通業界においては原油をはじめとする資源価格の高騰は下落基調にあるものの、景気悪化によ

る消費マインドの低迷や、企業収益減少に伴う設備投資の抑制などにより国内貨物輸送需要は減少傾向に
あり厳しい経営環境にあります。加えて人材アウトソーシング業界においては、一部企業の、派遣契約の
見直しや派遣契約更新の見送りといった雇用調整の動きが見られ、厳しい局面にあります。 
このような経営環境のなか、当社グループは、原点回帰のもと、3PL事業、通販支援事業、人材アウト

ソーシング事業をコア事業と位置づけ、「選択と集中」をコンセプトに、経営資源集中による収益力の強
化に努めておりますが、景気の後退局面は予想を上回る状況で推移しており、コア事業の再編も含め全社
的な事業の見直しを推進しております。３PL事業並びに通販支援事業は、大都市圏ではほぼ予想通りの物
量を確保しておりますが、地方都市での物量が想定値以上に落ち込みを見せており、収益を圧迫しており
ます。 
人材アウトソーシング事業は、人材派遣業に対する風評や「派遣切り」に代表される雇用調整等により

事業の存続等を含めた建て直しが必要となってきております。納品代行事業は、百貨店のマーケット縮小
が予想を上回る規模で進んでおりますが、リストラが順調に進んだ結果、収益力を高めることができまし
た。 
当社としましては、３PL事業をはじめコア事業への経営資源の投入を積極的に行い、更なる経営の合理

化、スリム化を行って参ります。 
その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は11,268百万円（前年同期比39.4%減）となり、営業損失
282百万円、経常損失434百万円、四半期純損失は1,617百万円となりました。 
セグメント別の経営成績は以下のとおりであります。 
（3PL事業） 
大阪フルフィルメントセンターの稼動や関東地区の業績が順調に推移するものの、関西地区の一部既存

クライアントの業務縮小や経済状況の悪化により倉庫の稼働率が低下しております。その結果、売上高は
3,812百万円となりました。 
（人材アウトソーシング事業） 
人材派遣業の需要激減はもとより請負事業の需要減速もあり、収益を圧迫する結果となり、売上高782

百万円となりました。 
(コンサルティング事業) 
通販支援事業による通販サイトの立上げならびにシステム投資を継続している結果、売上高193百万円

となりました。 
(納品代行事業） 
百貨店の市場環境は依然厳しく推移しておりますが、積極的な営業活動並びにコスト削減効果により売

上高4,718百万円となりました。 

（金融事業） 

リース売上並びに不動産ファンドより上がる収益により、売上高116百万円となりました。 

（リサイクル事業） 

引き続き、容器包装リサイクル事業での処理ならびに物流パレット製造が順調に稼動しました。その結
果、売上高803百万円となりました。 

  

(1)資産 
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1,450百万円減少（6.3％

減）し、21,404百万円となりました。これは、主として現金及び預金の減少203百万円、受取手形及び売
掛金の減少1,633百万円、流動資産その他の減少152百万円、貸倒引当金の増加289百万円及びのれんの減
少433百万円があった一方で有形固定資産その他の増加341百万円及び投資その他の資産の増加1,066百万
円によるものであります。 
(2)負債 
当第2四半期連会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて119百万円(0.7％増）増加し、

16,481百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金の増加317百万円、リース債務の増加
101百万円及び流動負債その他の増加27百万円があった一方で、短期借入金の減少307百万円、長期借入金
の減少114百万円によるものであります。 
(3)純資産 
当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて1,570百万円減少（24.1％

減）し4,923百万円となりました。これは、主として利益剰余金の減少1,871百万円があった一方で、自己
株式の減少270百万円及びその他有価証券評価差額金の減少65百万円によるものであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(キャッシュ・フローの状況） 
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計会計年度末に比して393百万円

減少し526百万円となりました。 
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は、661百万円となりました。これは主として減価償却費326百万円、貸倒
引当金の増加264百万円、関係会社株式売却損282百万円、契約解除損失334百万円、仕入債務の増加354百
万円、その他612百万円があった一方で税金等調整前四半期純損失1,596百万円となったこと等によるもの
であります。 
(2)投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、475百万円となりました。これは主として定期預金の預入による支出
200百万円、有形固定資産の取得による支出483百万円、短期貸付金の増加110百万円があった一方で、連
結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入269百万円となったこと等によるものであります。 
(3)財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は、580百万円となりました。これは主として短期借入金の減少303百万
円、長期借入金の返済による支出477百万円及びリース債務の返済による支出167百万円があった一方で長
期借入れによる収入400百万円となったこと等によるものであります。 

  

当第2四半期の連結業績予想につきましては、平成20年11月4日に公表しました第2四半期業績予想を修
整いたしました。 
詳細は平成21年2月6日に公表しております、「特別損失の発生に関するお知らせ」及び「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
なお、平成21年6月期通期連結業績予想については、平成21年1月26日に発表のとおり、連結子会社の譲

渡並びに業務提携契約締結等に向けた作業を進めており、その状況が明らかになり次第発表いたします。
  
  

１．簡便な会計処理 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法は、貸倒実績率が前連結会計年度に算定したものと著しい変化が
ないと認められる場合に、前連結会計年度の決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の
貸倒見積高を算定しております。 
  
②減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費
の額を期間按分して算定しております。  
  
③繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異
等の発生状況に著しい変化が認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や
タックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用しております。  
  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  
 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する
税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計
算しております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 726,112 929,916

受取手形及び売掛金 3,854,140 5,487,492

リース投資資産 125,738 151,896

商品 5,501 35,724

原材料 6,988 6,729

仕掛品 2,658 －

その他 2,002,395 2,154,580

貸倒引当金 △492,766 △203,055

流動資産合計 6,230,768 8,563,284

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,365,363 4,240,511

その他 4,150,090 3,808,097

減価償却累計額 △1,396,734 △1,217,114

有形固定資産合計 7,118,719 6,831,494

無形固定資産   

のれん 3,398,950 3,832,557

その他 502,986 526,321

無形固定資産合計 3,901,936 4,358,878

投資その他の資産 4,134,013 3,067,727

固定資産合計 15,154,669 14,258,100

繰延資産 19,312 34,291

資産合計 21,404,750 22,855,676

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,567,400 1,249,837

短期借入金 5,675,864 5,983,494

未払法人税等 40,690 29,295

賞与引当金 32,366 26,092

その他 1,419,154 1,391,997

流動負債合計 8,735,476 8,680,718

固定負債   

社債 763,000 817,500

長期借入金 4,511,296 4,625,512

リース債務 1,612,024 1,510,266

その他 859,391 727,249

固定負債合計 7,745,713 7,680,527

負債合計 16,481,189 16,361,246
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,752,950 2,752,950

資本剰余金 2,975,178 2,975,178

利益剰余金 △806,990 1,064,106

自己株式 △28,071 △299,007

株主資本合計 4,893,066 6,493,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,793 △71,631

評価・換算差額等合計 △5,793 △71,631

新株予約権 － 30,372

少数株主持分 36,287 42,460

純資産合計 4,923,560 6,494,429

負債純資産合計 21,404,750 22,855,676
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,268,867

売上原価 9,807,453

売上総利益 1,461,414

販売費及び一般管理費 1,743,700

営業損失（△） △282,285

営業外収益  

受取利息 9,254

受取配当金 25

受取賃貸料 13,443

持分法による投資利益 648

その他 20,382

営業外収益合計 43,754

営業外費用  

支払利息 155,606

支払手数料 9,807

その他 30,292

営業外費用合計 195,707

経常損失（△） △434,237

特別利益  

新株予約権戻入益 30,372

受取和解金 19,981

その他 7,083

特別利益合計 57,438

特別損失  

契約解除損失 334,365

固定資産除却損 1,819

投資有価証券売却損 131,641

関係会社株式売却損 282,624

貸倒引当金繰入額 265,000

その他 204,256

特別損失合計 1,219,708

税金等調整前四半期純損失（△） △1,596,508

法人税等 38,740

少数株主損失（△） △17,401

四半期純損失（△） △1,617,846
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,596,508

減価償却費 326,811

のれん償却額 105,447

貸倒引当金の増減額（△は減少） 264,990

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,684

受取利息及び受取配当金 △9,280

支払利息 155,606

持分法による投資損益（△は益） △648

固定資産除却損 1,819

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 131,641

関係会社株式売却損益（△は益） 282,624

契約解除損失 334,365

売上債権の増減額（△は増加） △284,013

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,186

仕入債務の増減額（△は減少） 354,704

その他 612,634

小計 691,068

利息及び配当金の受取額 1,505

利息の支払額 △158,967

法人税等の支払額 128,222

営業活動によるキャッシュ・フロー 661,828

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 10,038

定期預金の預入による支出 △200,000

有形固定資産の取得による支出 △483,850

無形固定資産の取得による支出 △45,716

投資有価証券の売却による収入 142,590

関係会社株式の取得による支出 △8,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△85,790

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

269,963

短期貸付金の増減額（△は増加） △110,806

貸付金の回収による収入 20,461

その他 15,864

投資活動によるキャッシュ・フロー △475,245
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △303,882

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △477,532

社債の償還による支出 △53,500

リース債務の返済による支出 △167,019

配当金の支払額 △27,293

自己株式の売却による収入 48,879

財務活動によるキャッシュ・フロー △580,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △393,765

現金及び現金同等物の期首残高 919,878

現金及び現金同等物の四半期末残高 526,112
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当社グループにおける当第２四半期連結会計期間末現在の四半期連結貸借対照表上の短期借入金（１
年以内返済予定長期借入金含む）は5,675,864千円であり、一方で、当第２四半期連結会計期間末現在
の四半期連結貸借対照表上の現金及び預金は726,112千円であります。上記短期借入金の内、金融機関
数社とのコミットメントライン契約に基づく借入金残高2,542,500千円については、平成20年11月28日
に到来した返済期日後の契約延長等に関する諸条件に関し、主要金融機関との交渉が継続中であること
から、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
当社グループは、当該状況を解消するために下記のとおり対応しております。 
  

当第２四半期連結会計期間の連結営業キャッシュ・フローは661,828千円の黒字となっております。
今後、グループ経営におけるコア事業への集約及び子会社の売却や大幅なコスト削減を含む合理化を積
極的に推し進めることにより営業キャッシュ・フローを増大させ、返済原資の確保を図るとともに、約
定返済を進めることで財務基盤の強化に努めてまいります。 

当第２四半期連結会計期間末現在、コミットメントライン契約を締結している全金融機関と、新たな
契約を締結のための交渉を継続しております。また、コミットメントライン契約を締結している金融機
関以外の既存取引金融機関及び新規の金融機関との間におきまして、新たな長期資金の借入を行うべく
積極的に交渉を進めております。 

当第２四半期連結会計期間末現在、事業会社等との間において事業提携も視野に入れた第三者割当増
資を含めた資本提携等の交渉を引き続き行っております。借入金の返済原資を確保するとともに安定し
た財務基盤を確立するため、当該第三者割当増資等の実行を早急に推し進め、自己資本の拡充を図って
まいります。 
  
四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。 
  

 
(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 各事業区分の主な事業内容 

(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

(4) 継続企業の前提に関する注記

①営業キャッシュ・フローの拡大

②金融機関との交渉

③自己資本の拡充

(5) セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日) (単位：千円)

３ＰＬ事業
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

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,812,300 782,460 193,016 4,718,234 116,426

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

243,784 7,647 － 572,260 17,740

計 4,056,084 790,107 193,016 5,290,494 134,166

営業利益又は営業損失(△) △ 15,377 △ 16,235 △ 45,806 180,128 38,849

リサイクル事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

803,369 843,061 11,268,867 － 11,268,867

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

50 5,523 847,006 (847,006) －

計 803,419 848,585 12,115,874 (847,006) 11,268,867

営業利益又は営業損失(△) 223,100 △ 10,224 354,435 (636,720) △ 282,285
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画開発等 

(4) 納品代行事業……百貨店向け検品・納品代行等 

(5) 金融事業……ファンド運用、リース業及び貸金業 

(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……ビジネスサポート事業、外食事業 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日) 

海外売上高がないため記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

b．所在地別セグメント情報

c．海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ワールド・ロジ株式会社（9378）平成21年6月期第2四半期決算短信

10



前中間期に係る財務諸表等 

(1) （要約）中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年７月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 18,606,876 100.0

Ⅱ 売上原価 15,950,347 85.7

   売上総利益 2,656,529 14.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,373,619 12.8

   営業利益 282,910 1.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 8,277

 ２ 受取配当金 1,800

 ３ 受取手数料 4,931

 ４ 受取賃貸料 13,619

 ５ 雑収入 31,276 59,904 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 122,616

 ２ 支払手数料 29,561

 ３ 雑損失 32,673 184,851 1.0

   経常利益 157,962 0.8

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 36,051

 ２ 貸倒引当金戻入益 15,020

 ３ 関係会社株式売却益 26,551

 ４ その他 46,507 124,130 0.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 26,828

 ２ 貸倒引当金繰入額 21,321

 ３ 役員退職金 22,685

 ４ 本社移転費用 35,902

 ５ 物流センター移転費用 30,149

 ６ その他 145,789 282,677 1.5

   税金等調整前中間純損失(△) △583 △0.0

   法人税、住民税及び事業税 9,924

   還付法人税等 △11,308

   法人税等調整額 △108,090 △109,474 △0.6

   少数株主利益 1,929 0.0

   中間純利益 106,960 0.6
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(2) （要約）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19年７月１日
至 平成19年12月31日)

区分 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 
   中間純損失（△）

△583

   減価償却費 170,933

   のれん償却額 110,716

   その他償却額 17,429

   貸倒引当金の増加額 
   (△減少額)

△21,243

   賞与引当金の増加額 
   (△減少額）

11,631

   受取利息及び受取配当金 △10,077

   支払利息 122,616

   関係会社株式売却益 △26,551

   投資有価証券評価損 292

   有形固定資産売却損 
   益（売却益△）

△36,051

   有形固定資産等除却 
   損

26,828

   売上債権の減少額 
   (△増加額)

△2,801,292

   たな卸資産の減少額 
   （△増加額）

1,498,209

   未収入金の減少額 
   （△増加額）

△69,025

   前払費用の減少額 
   （△増加額）

△69,854

   仕入債務の増加額 
   (△減少額)

576,259

   未払金の増加額 
   (△減少額)

103,252

   未払費用の増加額 
   （△減少額）

39,274

   株式報酬費用 5,199

   その他 △197,953

    小計 △549,990

   利息及び配当金の受取額 4,193

   利息の支払額 △124,018

   法人税等の支払額 △38

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△669,853
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前中間連結会計期間

(自 平成19年７月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得 
による支出

△2,184,415

   有形固定資産の売却 
による収入

183,514

   無形固定資産の取得 
による支出

△64,607

   無形固定資産の売却 
による収入

15,524

   その他償却資産の取 
得による支出

△17,610

   投資有価証券の取得 
による支出

△862

   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

△287

   出資金の売却による 
収入

190

   短期貸付金の純増減 
（△純増加額）

△318,581

   長期貸付けによる支 
出

△324,979

   長期貸付金の回収に 
よる収入

101,846

   その他 86,858

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△2,523,410

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減 
（純減少額△）

381,300

   長期借入金の返済に 
よる支出

△587,546

   社債償還による支出 △92,500

   配当金の支払額 △58,241

   株式の発行による収 
入

9,800

   自己株式の取得によ 
る支出

△98,390

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△445,578

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増加額(△減少額)

△3,638,842

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

6,145,434

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高

2,506,591
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(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 各事業区分の主な事業内容 

(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・納品代行等 

(4) 金融事業……ファンド運用、リース業及び貸金業 

(5) ドラッグストア事業……ドラッグストアの運営 

(6）その他事業……コンサルティング事業、ビジネスサポート事業、介護事業、外食事業、リサイクル事業 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19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。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日) 

海外売上高がないため記載しておりません。 

(3) 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19年７月１日 至 平成19年12月31日) （単位：千円）

３ＰＬ事業
人材アウトソー
シング事業

納品代行事業 金融事業

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,487,383 1,536,994 5,232,860 2,379,643

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

154,450 639,012 105,321 179,862

計 2,641,833 2,176,006 5,338,181 2,559,506

営業利益 189,271 126,040 42,191 504,769

ドラッグストア
事業

その他事業 計 消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,697,222 2,272,772 18,606,876 － 18,606,876

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

609 369,907 1,449,163 (1,449,163) －

計 4,697,831 2,642,680 20,056,040 (1,449,163) 18,606,876

営業利益 79,080 16,434 957,787 (674,877) 282,910

b．所在地別セグメント情報

c．海外売上高
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