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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 13,975 △47.6 △521 ― △737 ― △1,027 ―
20年6月期第3四半期 26,666 2.0 339 56.8 165 346.0 171 ―

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3四半期 △17,605.19 ―
20年6月期第3四半期 2,974.18 ―

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3四半期 18,247 5,393 29.5 90,587.83
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3四半期  5,382百万円 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  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。 

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 16,300 △38.9 △560 ― △850 ― △3,300 ― △55,464.04



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）  有  

(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、4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、4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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社ワールドサプライ ）

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3四半期 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3四半期  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3四半期 58,382株 20年6月期第3四半期 56,716株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的規模の金融危機の深刻化や世界景気の一層の
下振れ懸念の影響を受け、大変厳しい情勢で推移しており、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減速しております。 
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、急激な企業収益減少に伴う設備投資の落ち込みなどにより国内貨物輸送需要は
減少傾向にあり、大変厳しい経営環境にあります。 
このような経営環境のなか、当社グループは、引き続き３PL事業、通販支援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、更なるコア事業の再編および全社的な事業の見直しを推進して
まいりました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は13,975百万円となり、営業損失521百万円、経常損失

737百万円、四半期純損失は1,027百万円となりました。 
  
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） 
既存クライアントの業務縮小、在庫及び生産調整、減産が行われておりましたが、大阪フルフィルメン

トセンターの稼動や経営資源を集中したことにより、売上高5,251百万円となりました。 
（人材アウトソーシング事業） 
一般派遣業界自体の需要激減による影響を受け、売上高1,094百万円となりました。 
(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とその後の運用保守の継続により、売上高279百万円となりま

した。 
(納品代行事業） 
当第３四半期連結会計期間において納品代行事業を主たる事業とする関係会社株式の売却に伴い、納品

代行事業から撤退致しました。なお、売上高4,718百万円となっております。 

（金融事業） 

不動産ファンドより上がる収益やリース売上により、売上高287百万円となりました。 

（リサイクル事業） 

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
1,160百万円となりました。 

  

(1)資産 
当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて4,608百万円減少し、18,247

百万円となりました。これは、主に連結子会社の株式会社ワールドサプライが株式譲渡により、連結の範
囲から除外されたことによるものであります。 
(2)負債 
当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて3,507百万円減少し、12,853

百万円となりました。これは、主に連結子会社の株式会社ワールドサプライが株式譲渡により、連結の範
囲から除外されたことによるものと有利子負債の減少によるものであります。 
(3)純資産 
当第３四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1,100百万円減少し、5,393

百万円となりました。これは、主として利益剰余金の減少によるものであります。 
  
(キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比して31百万円減少

し、888百万円となりました。 
(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、418百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失
1,080百万円となったものの、減価償却費459百万円、貸倒引当金の増加273百万円、仕入債務の増加575百
万円があ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 

 投資活動の結果得られた資金は、1,020百万円となりました。これは主として連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入2,258百万円があ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、1,470百万円となりました。これは主として短期借入金の減少486百万
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円、長期借入金の返済による支出972百万円があったこと等によるものであります。 
  

平成21年６月期連結業績予想につきましては、平成20年11月４日に公表しました通期業績予想を次のと
おり修正いたします。 

 
詳細につきましては平成21年５月１日に公表しております、「業績予想の修正に関するお知らせ」及び

「特別利益及び特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

  

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３四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

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

 前回発表予想 (A) 24,500 200 50 △750 △13,223 78

 今回発表予想 (B) 16,300 △560 △850 △3,300 △55,464 04

 増減額（B－A） △8,200 △760 △900 △2,550 －

 増 減 率（％） △33.5 － － － －

 (参考)前期実績 34,555 978 674 160 2,807 41

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）
  （除外１社） 
  ・株式売却によるもの１社 
    株式会社ワールドサプライ

(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

(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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 1,338,715 929,916

受取手形及び売掛金 2,265,236 5,487,492

リース投資資産 307,846 151,896

商品 5,221 35,724

原材料 6,186 6,729

仕掛品 419 －

その他 2,216,780 2,154,580

貸倒引当金 △267,882 △203,055

流動資産合計 5,872,523 8,563,284

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,864,400 4,240,511

その他 3,466,939 3,808,097

減価償却累計額 △698,862 △1,217,114

有形固定資産合計 6,632,476 6,831,494

無形固定資産   

のれん 2,310,718 3,832,557

その他 250,174 526,321

無形固定資産合計 2,560,893 4,358,878

投資その他の資産 3,167,018 3,067,727

固定資産合計 12,360,388 14,258,100

繰延資産 14,618 34,291

資産合計 18,247,530 22,855,676

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 473,402 1,249,837

短期借入金 5,056,361 5,983,494

未払法人税等 18,534 29,295

賞与引当金 2,199 26,092

その他 876,296 1,391,997

流動負債合計 6,426,794 8,680,718

固定負債   

社債 708,500 817,500

長期借入金 4,052,955 4,625,512

リース債務 1,307,520 1,510,266

その他 357,961 727,249

固定負債合計 6,426,937 7,680,527

負債合計 12,853,731 16,361,246



(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 2,876,313 2,975,178

利益剰余金 △216,979 1,064,106

自己株式 △28,071 △299,007

株主資本合計 5,384,213 6,493,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,665 △71,631

評価・換算差額等合計 △1,665 △71,631

新株予約権 － 30,372

少数株主持分 11,251 42,460

純資産合計 5,393,798 6,494,429

負債純資産合計 18,247,530 22,855,676



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 13,975,842

売上原価 11,984,745

売上総利益 1,991,096

販売費及び一般管理費 2,512,692

営業損失（△） △521,595

営業外収益  

受取利息 12,813

受取配当金 63

受取賃貸料 20,814

持分法による投資利益 628

その他 32,304

営業外収益合計 66,625

営業外費用  

支払利息 232,689

支払手数料 10,057

その他 39,521

営業外費用合計 282,267

経常損失（△） △737,237

特別利益  

関係会社株式売却益 802,028

新株予約権戻入益 30,372

受取和解金 19,981

その他 10,531

特別利益合計 862,915

特別損失  

契約解除損失 217,218

固定資産除却損 2,035

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 307,277

特別損失合計 1,205,797

税金等調整前四半期純損失（△） △1,080,119

法人税等 △35,506

少数株主損失（△） △16,777

四半期純損失（△） △1,027,835



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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（△） △1,080,119

減価償却費 459,737

のれん償却額 140,678

貸倒引当金の増減額（△は減少） 273,040

賞与引当金の増減額（△は減少） 776

受取利息及び受取配当金 △12,885

支払利息 232,689

持分法による投資損益（△は益） △628

固定資産除却損 2,035

固定資産売却損益（△は益） 35

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） △519,403

契約解除損失 217,218

売上債権の増減額（△は増加） △955,909

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,901

仕入債務の増減額（△は減少） 575,894

その他 1,035,844

小計 513,546

利息及び配当金の受取額 1,987

利息の支払額 △224,382

法人税等の支払額 127,684

営業活動によるキャッシュ・フロー 418,835

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 △650,000

有形固定資産の取得による支出 △571,714

無形固定資産の取得による支出 △43,980

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

2,258,933

出資金の払込による支出 △200

短期貸付金の増減額（△は増加） △85,757

貸付金の回収による収入 28,589

その他 25,365

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,020,075



(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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） △486,490

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 △972,768

社債の償還による支出 △108,000

リース債務の返済による支出 △324,741

配当金の支払額 △26,952

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 △1,470,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,163

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 888,715



  

当社グループにおける当第３四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を含む）は、5,056,361千円であります。 
 上記短期借入金のうち、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2,502,496
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に関する金融機関との契約が第３
四半期連結会計期間末現在において未締結であったことから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存
在しておりました。 
しかしながら、平成21年４月27日には、当該コミットメントラインの期限延長に関する契約を締結し

たことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる状況は解消しております。 
当第３四半期連結会計期間においては、当社と佐川急便株式会社他３社との間で当社連結子会社であ

る株式会社ワールドサプライの株式譲渡契約の締結が行われました。また、当社と佐川急便株式会社と
の間では業務提携契約が締結され、流通・物流分野における共同取り組みとしての第一歩がスタートい
たしました。 
 今後、当社および佐川急便株式会社の代表者数名による「業務提携委員会」を設置し、自社サービス
の相互提供をはじめとするサービス力の強化、自社顧客の相互紹介と積極的な共同営業、一気通貫的流
通・物流サービスを中心とした新規顧客開拓及び新業態の開発、流通・物流サービスの枠を超えたクラ
イアントへの商品企画、開発支援等、新規事業の立上げを共同で取り組んでまいります。 
 当社は、上記の取り組みを通じ、佐川急便株式会社とより包括的な提携関係を構築することで、新た
な物流サービスの提供や新規顧客の開拓を行ってまいります。 
 また、今後も引続きグループ経営におけるコア事業への資源集約及びコスト削減等による合理化をさ
らに積極的に推し進め、営業キャッシュフローの増大を図ってまいります。資金調達を含め総合的な資
本政策を検討するとともに、有利子負債の削減を行うことで財務基盤の改善と強化を行ってまいりま
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、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、ネット通販・物流関連

システムの企画・開発・販売等 

(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 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３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

5,251,582 1,094,988 279,485 4,718,234 287,952

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

243,900 7,647 － 572,260 22,301

計 5,495,483 1,102,635 279,485 5,290,494 310,254

営業利益又は営業損失(△) 87,320 △ 32,037 △ 39,489 180,128 90,741

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

1,160,493 1,183,104 13,975,842 － 13,975,842

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

50 5,523 851,684 (851,684) －

計 1,160,543 1,188,628 14,827,526 (851,684) 13,975,842

営業利益又は営業損失(△) 250,222 10,081 546,966 (1,068,562) △ 521,595



(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３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３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記載しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３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



前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年７月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 26,666,818 100.0

Ⅱ 売上原価 22,800,312 85.5

   売上総利益 3,866,505 14.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,527,194 13.2

   営業利益 339,311 1.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12,896

 ２ 受取配当金 1,806

 ３ 受取手数料 6,628

 ４ 受取賃貸料 18,990

 ５ 雑収入 53,841 94,163 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 174,790

 ２ 支払手数料 44,707

 ３ 雑損失 48,802 268,300 1.0

   経常利益 165,174 0.6

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 151,761

 ２ 関係会社株式売却益 26,551

 ３ その他 46,907 225,219 0.8

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 27,205

 ２ 貸倒引当金繰入額 11,889

 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 185,516 313,348 1.2

   税金等調整前四半期純利益 77,045 0.3

   法人税、住民税及び事業税 20,332

   還付法人税等 △13,185

   法人税等調整額 △109,285 △102,138 △0.3

   少数株主利益 8,135 0.0 

   中間純利益 171,047 0.6



(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年７月１日
至 平成20年３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 
   四半期純利益

77,045

   減価償却費 263,368

   のれん償却額 166,905

   その他償却額 23,545

   貸倒引当金の増加額 
   (△減少額)

11,877

   賞与引当金の増加額 
   (△減少額）

45,082

   受取利息及び受取配当金 △14,703

   支払利息 174,790

   関係会社株式売却益 △26,551

   有形固定資産売却損益
   （△売却益）

△151,761

   有形固定資産除却損 27,205

   売上債権の減少額 
   (△増加額)

△2,842,361

   たな卸資産の減少額 
   （△増加額）

1,441,234

   未収入金の減少額 
   （△増加額）

135,662

   前払費用の減少額 
   （△増加額）

△69,854

   仕入債務の増加額 
   (△減少額)

139,196

   未払金の増加額 
   (△減少額)

△238,654

   株式報酬費用 11,670

   その他 △212,955

    小計 △969,402

   利息及び配当金の受取額 6,134

   利息の支払額 △187,643

   法人税等の還付額 17,094

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,133,817



 
  

  

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年７月１日
至 平成20年３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

△2,258,777

   有形固定資産の売却 
      による収入

453,090

   無形固定資産の取得 
      による支出

△53,985

   無形固定資産の売却 
      による収入

23,415

   その他償却資産の 
      取得による支出

△20,251

   関係会社株式の取得 
      による支出

△174,055

   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

   短期貸付金の純増減 
     （△純増加額）

△210,000

   長期貸付けによる支出 △448,751

   長期貸付金の回収 
      による収入

114,650

   その他 52,652

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△2,522,301

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）

394,441

   長期借入金による収入 50,000

   長期借入金の返済に 
      よる支出

△1,066,494

   社債償還による支出 △147,000

   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

   その他 △723

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△916,608

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増加額(△減少額)

△4,572,727

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 
  四半期末残高

1,572,727



  

  

 
(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 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３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記載しておりません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３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

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３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

4,269,774 2,150,708 7,641,573 2,424,920

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

243,765 1,005,505 195,083 277,530

計 4,513,540 3,156,214 7,836,657 2,702,450

営業利益 513,531 138,981 9,809 530,522

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

6,747,456 3,432,386 26,666,818 － 26,666,818

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,330 486,769 2,209,984 (2,209,984) －

計 6,748,786 3,919,155 28,876,803 (2,209,984) 26,666,818

営業利益 56,912 67,583 1,317,341 (978,030) 339,311

b．所在地別セグメント情報

c．海外売上高


