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1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年6月期 16,424 47.5 △540 ― △832 ― △3,761 ―
20年6月期 34,555 0.3 978 100.3 674 168.8 160 92.2

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当た
り当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年6月期 △64,147.38 ― △82.9 △4.4 △3.3
20年6月期 2,807.41 ― 2.5 2.9 2.8

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6月期  ―百万円

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 14,637 2,648 18.1 44,572.51
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  2,648百万円 20年6月期  6,421百万円

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

21年6月期 339 1,238 △2,244 252
20年6月期 △773 △2,162 △2,289 919

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― ― ― ― 550.00 31 19.6 0.5
21年6月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年6月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

次期見通しにつきましては、平成２１年２月１６日にお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社ワールドサプライを大手運送事業者であ
る佐川急便株式会社（他関連会社２社）へ売却したにより当社グループの業容は大きく変化いたしました。また、製造請負事業においては、製造業界の一
部分野（エコビジネス等）のマインドは向上し、調整局面との見方もある一方で、市場全体としては未だ不透明感の残る状況であると認識しており、当社の
取引先の突発的な在庫調整や減産要請が当社グループ業績へ与える影響度合いが非常に大きく予想が困難な状況です。加えて、当社グループはノンア
セット型の３PL事業者としての原点に立ち返り、３PL事業並びにコンサルティング事業を中心としたノンアセット型３PL事業へ経営資源の集中を行い、更な
る事業構造の改革と、財務体質の改善に努めてまいります。 
 このような当社業容の変動及び市場環境を鑑みますと、現時点において業績の予想数値を算出することは非常に困難であります。そのため、平成22年６
月期の業績予想は、通期及び第２四半期連結累計期間については現時点において予想が困難であるため、これに代えて、今後四半期ごとに翌四半期ま
での連結累計期間の業績予想を開示してまいります。期末又は四半期末毎に業績予想の開示が可能になった時点で速やかに通期業績予想を開示いた
します。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



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  

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、24ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 59,698株 20年6月期 59,698株
② 期末自己株式数 21年6月期  280株 20年6月期  2,982株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年6月期 6,215 △14.9 △457 ― △799 ― △2,699 ―
20年6月期 7,308 △6.5 92 △80.7 812 114.2 219 222.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年6月期 △46,031.28 ―
20年6月期 3,822.67 ―

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 8,452 3,666 43.4 61,713.53
20年6月期 13,546 6,310 46.4 110,736.10

（参考） 自己資本 21年6月期  3,666百万円 20年6月期  6,280百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 詳細は、4ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した急激な景気悪化は下げ止まり傾

向にあるものの、企業収益の低迷による大幅な設備投資減少や、雇用・所得環境の悪化など依然として

不透明感の残る結果となりました。 

物流・流通業界においては、企業収益減少に伴う設備投資停滞や景気悪化に伴う個人消費の冷え込み

等の影響を受けて国内貨物輸送は減少傾向にあり、引き続き厳しい事業環境にあります。 

このような環境のなか、当社グループ（当社及び連結子会社）は、３ＰＬ事業、通販支援事業をコア

事業と位置づけ事業再編及び全社的な事業見直しを行い「選択と集中」による財務体質の向上を進めて

参りました。平成21年2月16日に、コア事業への経営資源集中を目的として、当社連結子会社である株

式会社ワールドサプライの全株式を大手運送事業者である佐川急便株式会社へ譲渡し、同日付けで、同

社との包括的なアライアンス体制構築による当社グループ（当社及び連結子会社）の事業拡大と、業務

提携契約を締結いたしました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、16,424百万円、営業損失540百万円、経常損失832百万円、当

期純損失3,761百万円となりました。 

  

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。 

  

(３ＰＬ事業) 

既存クライアントの業務縮小、在庫および生産調整、減産が行われましたが、大阪フルフィルメン

トセンターの稼動が堅調に推移したこと、経営資源の集中を行った結果、売上高は6,800百万円（前

期比15.9％増）となりました。 

(人材アウトソーシング事業) 

人材派遣業の法令改正や景気低迷を背景とした一般派遣業界自体の需要激減による影響を受け、売

上高は1,313百万円（前期比50.7％減）となりました。 

（コンサルティング事業） 

今般の景気低迷の影響を受け、クライアントが設備投資を大きく抑制したことに伴い、大型コンサ

ルティング案件の成約が行われず、成約が通販事業者向けの通販サイト立上げとその後の運用保守に

留まった為、売上高は345百万円（前期比51.8%減）となりました。 

（納品代行事業） 

株式会社ワールドサプライ（連結子会社）の全株式を譲渡したことにより、当第３四半期連結会計

期間から、納品代行事業の業績は反映されておりません。その結果、売上高は4,718百万円（前期比

53.9%減）となりました。 

(金融事業) 

売上が既存の不動産ファンドによる収入、リース売上に留まったことに伴い、売上高は377百万円

（前期比84.8%減）となりました。 

(リサイクル事業) 

リサイクル事業は、容器包装リサイクル事業での処理およびパレット製造が堅調に推移したことに

より、売上高は1,432百万円（前期比25.1%増）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(その他事業) 

その他事業はビジネスサポート事業等により構成されております。その中で、外食事業を展開して

おります株式会社TWレストランツの全株式を譲渡したことにより、当第２四半期連結会計期間から、

外食事業の業績は反映されておりません。その結果、売上高は1,436百万円（前期比56.3%減）となり

ました。 

②次期の見通し 

次期見通しにつきましては、平成２１年２月１６日にお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社

である株式会社ワールドサプライを大手運送事業者である佐川急便株式会社（他関連会社２社）へ売却

したにより当社グループの業容は大きく変化いたしました。また、製造請負事業においては、製造業界

の一部分野（エコビジネス等）のマインドは向上し、調整局面との見方もある一方で、市場全体として

は未だ不透明感の残る状況であると認識しており、当社の取引先の突発的な在庫調整や減産要請が当社

グループ業績へ与える影響度合いが非常に大きく予想が困難な状況です。加えて、当社グループはノン

アセット型の３PL事業者としての原点に立ち返り、３PL事業並びにコンサルティング事業を中心とした

ノンアセット型３PL事業へ経営資源の集中を行い、更なる事業構造の改革と、財務体質の改善に努めて

まいります。 

 このような当社業容の変動及び市場環境を鑑みますと、現時点において業績の予想数値を算出するこ

とは非常に困難であります。そのため、平成22年６月期の業績予想は、通期及び第２四半期連結累計期

間については現時点において予想が困難であるため、これに代えて、今後四半期ごとに翌四半期までの

連結累計期間の業績予想を開示してまいります。期末又は四半期末毎に業績予想の開示が可能になった

時点で速やかに通期業績予想を開示いたします。 

 
あわせて、平成２２年６月期の期末（年間）の配当金については、配当政策に基づき、連結業績に連

動した配当を行なう予定です。したがいまして、平成２２年６月期末の１株当たり配当金については現

時点では未定でございます。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物は（以下、「資金」という。）252百万円となりまし

た。 

当連結会計年度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。 

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、339百万円となりました。 

 これは、税金等調整前当期純損失3,535百万円、売上債権の増加額70百万円があった一方で、減価

償却費613百万円、のれん償却額1,007百万円、貸倒引当金の増加額1,216百万円、仕入債務の増加510

百万円、その他396百万円等があったこと等によるものであります。 

当連結会計年度の投資活動の結果得られた資金は、1,238百万円となりました。 

これは、定期預金の預入による支出650百万円、有形固定資産の取得による支出616百万円があった

一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却収入2,558百万円があったこと等によるものであ

ります。 

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

第1四半期連結会計期間 2,100 △110 △190 △200 △3,410 64

(2) 財政状態に関する分析

(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)

ワールド・ロジ㈱（9378）平成21年６月期決算短信

4



当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は、2,244百万円となりました。 

これは、短期借入金の純減額1,082百万円、長期借入金の返済による支出1,063百万円があったこと

等によるものであります。 

  

当社は、企業体質の強化と将来の事業展開を勘案し、企業基盤の充実・強化による安定した成長を確

保するために必要な内部留保を図りながら、株主の皆様への利益還元を行ってまいります。 

配当の基本的な方針としては、グループの連結業績に連動した利益配分に基づき配当いたします。配

当は連結当期純利益の20％を目処とした利益配当を行えるよう努力してまいります。 

また、内部留保を充実させることで、通販事業支援サービスの基盤となる流通システムの構築やフル

フィルメントサービス提供のための設備投資資金等に充当し事業の成長を図っていく方針であります。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

しかしながら、当期の期末配当につきましては、当社の通期業績が当初予想を大きく下回ることとな

ったため、本日公表のとおり、誠に遺憾ながら配当実施を見送らせていただく予定です。 

 次期の年間配当につきましは、上記の配当方針に基づき、連結業績に連動した配当を行なう予定でご

ざいますが、現時点では未定です。 

  

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のよ

うなものがあります。 

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

を営んでおり、過去、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、事業売却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でソリューション提供する「流通プロ

デュース企業」を目指しており、その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。今後、企業の買収、合併、営業譲渡、事業目的の変更、

事業売却等による当社グループの事業領域が変更されたとしても、必ずしも当社の想定どおりの成

果が達成できるとは限りません。 

当社グループは、M&A、資本提携や業務提携などにより「流通プロデュース企業」に必要な機能

の拡充や追加を行っております。過去のM&A、資本提携により株式を取得、連結子会社化したこと

により、連結貸借対照表上にのれんが計上されております。当連結会計年度においては、資産の部

で1,443百万円ののれんを計上しております。 

当社グループは、当該企業の事業内容ならびに事業計画等を勘案して、のれんの20年定額償却を

行っております。当該企業の業績悪化や会計基準の変更、事業売却等によりのれんの残高について

相当の減額が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①今後のグループ事業展開・方針について

ⅰ）当社グループの成長戦略について

ⅱ）のれんの償却について

②当社グループの事業に関するリスクについて
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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さまざま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、社内教育を通じた情報管理の徹底などによりその取り扱い

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、当社グループへの損害賠償請求のほか、信頼の喪失及び社会的信用の失

墜等によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

平成15年5月に個人情報保護法等の関連諸法令が成立し、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16年12月情報管理強化のためISMS認証並びにBS7799を取得し、そ

の後ISO24000シリーズを取得しております。しかしながら、法令の解釈・適用の変更によって

は、新たな対応策が必要となり当社グループの事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

当社グループ本社ならびに東京支社、当社グループ管理による物流センターは全国に点在して

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。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、緊急連絡網などを危機管理室中心に予防策を講じております。万一重大な自

然災害等(地震、台風、津波等)が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、３ＰＬ事業、人材派遣事業、リサイクル事業などさまざまな法律により定め

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に向かうものもあ

りますが、規制強化により新たな投資負担等を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グループの事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

３ＰＬ事業の多くの契約は、１年契約で双方より申し出のない場合は１年間の自動延長となっ

ております。そのために予期せぬ事象により契約が解消となった場合は、当社グループの業績と

財政状態に多大な影響を及ぼす可能性があります。現在、当社グループにおいては連結売上高の

10%を超える大口顧客は存在しません。当社グループとしましては特定顧客に対する依存度を軽

減するために、引き続き新規顧客の獲得などを行ってまいります。 

３ＰＬ事業を営むにあたり輸配送での軽油・ガソリン等の燃料の使用が不可欠となっておりま

すが、世界的な原油価格の高騰により燃料価格が上昇した場合、コスト増の要因となる可能性が

あります。市場動向を注視しながら価格変動を予測はしておりますが、予測の範囲を超えた燃料

価格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。  

３ＰＬ事業には多くの作業従事者が必要になります。今後、景気が回復に向かう場合や労働人

口の減少等の理由により、労働力確保に伴うコストが上昇する可能性があると考えております。

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る労働生産性の向上ならびに人材派遣

ⅰ）各セグメントに共通のリスクについて

a.顧客情報及びスタッフの個人情報の取り扱いについて

ｂ.災害等による影響

c.法制度変更に関わるリスク

ⅱ）３ＰＬ事業に係るリスクについて

a.業務請負契約による影響

b.原油価格高騰による運送費用上昇のリスク等

c.業務請負コスト上昇
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事業による労働力の確保に努めております。しかしながら、予測を越える人件費や採用費の上

昇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及ぼす可能性がありま

す。  

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年労働省告示第37号)その他の関連法令の規定に従い、

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厚生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。そのため関連法規の改正、解釈の変更等があった場合、当社グループの事業展開及び

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

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に加入し

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展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

人材派遣業は、派遣スタッフの確保が非常に重要であり、当社グループでは、新聞、雑誌、イ

ンターネットなどあらゆるメディア媒体を使った募集活動を行っております。また既存登録者か

らの紹介も積極的に活用しております。しかしながら労働人口の減少や競合他社との競争などに

より、登録者数が派遣需要に対して充分に確保できなかった場合、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

当社連結子会社である株式会社リサイクル・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)」に基づき、リサイクルパレット

の製造・販売を行っております。同社は、再商品化事業者として自治体での分別収集・圧縮梱包

され保管されている廃プラスチックを年1回の競争入札により再商品化を受託し、中間処理施設

（自治体保管倉庫〉から引き取ったものを、リサイクル処理工程を経て物流パレットを製造・販

売しております。同社は、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及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは主として金融機関からの借入金により資金の調達を行っており、計画的に返済を

進めておりますが、金融情勢の変化があった場合や計画どおりの資金調達ができない場合には、当

社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

ⅲ）人材アウトソーシング事業に係るリスクについて

a.人材派遣業に関する法規制等について

b.登録スタッフ等に係る社会保険等の適用について

c.派遣スタッフの確保について

ⅳ）リサイクル事業に係わるリスク

③有利子負債への依存について
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当社グループ（当社及び当社の関連会社）は、当社（ワールド・ロジ株式会社）、子会社社10により

構成されており、それぞれコンサルティング事業、サードパーティー・ロジスティクス事業（以下３PL

事業）、人材アウトソーシング事業、金融事業、リサイクル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。 

 

2. 企業集団の状況
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当社は、流通・物流に係わる業務を中心とした事業を推進しております。顧客への物流診断等のコン

サルティングサービスをはじめ、顧客の要望するサービスをワンストップで提供できるよう、物流オペ

レーション、人材派遣、輸送・配送および付帯サービスまであらゆる流通・物流ニーズに応えることが

できる体制の構築をしております。 

① 流通・物流事業をコア事業とし、コンサルティングからセンター運営受託、問題解決まで確実に行

う体制を構築していきます。特に顧客への情報公開を徹底し、物流の可視化を目指してまいります。

② 顧客第一主義の下、徹底した物流品質の向上を図ります。特にセンターオペレーションでの在庫誤

差率のゼロ％化や輸配送クレームのゼロ化の目標徹底により、顧客に対する機会損失をなくしてまい

ります。 

③ 労働生産性向上のためには従業員が安心して働ける環境づくりは不可欠となります。従業員の定着

化と安心して働ける環境を提供いたします。 

  

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、業界規模での当社の売上高、経常利益額、売上高経常利

益率の向上を掲げ、継続的且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。 

  

当社グループは「物流のプロデューサー」としての流通サポートカンパニーを目指します。基幹事業

である３ＰＬ事業を始め、物流や通販サイト運営に関するコンサルティング、金融や資材調達などの物

流周辺サポート、また人材アウトソーシング事業やアセットマネジメント、ファンドを活用し顧客のリ

ストラクチャリングを提供できるような機能の拡大と充実を目指します。 

 具体的には成熟した顧客向けには物流の効率化を提供し、一方で急成長に伴い自社での物流に限界を

感じている顧客向けには全般的な物流サービスを提供し、顧客ニーズの実現をサポートしてまいりま

す。 

 ① 新しい物流サービスの提供 

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」という画一的な業務から脱却し、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、通販事

業者様専用の物流センターを平成19年7月に設立し、通販事業者様特有の問題点の解決やニーズの実

現を行っております。また、当連結会計年度においては、通販サイト立上げから倉庫運営受託までの

一括請負するサービスの展開を開始しております。当社グループは引き続き通販事業者様の多様なニ

ーズに対応していくことで、新しい物流サービスの提供を推進していきます。 

② 効率化に対する領域の拡大 

景気動向は依然先行きの見通しは立たず、「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なっております。当社に対しても単なる物流コンサルティングではなく、

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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全体の物流、資産、人員、資金調達などの全般的なコンサルティング業務に対する要望が高くなっ

てきております。当社は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、顧客の効率性の高い業務運営をサポートいたします。 

③ 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、資本提携や業務

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。今後も機能強化やノウハウの蓄

積を推進し、多様化する顧客のニーズに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。 

  

当社グループは、安定した収益基盤および強固な財務基盤の獲得を目的とした事業構造改革を行って

まいりました。外食産業である株式会社TWレストランツ、および納品代行事業である株式会社ワールド

サプライの売却を行い、ノンコア事業およびアセット型事業の統廃合を推進し、創業以来一貫して行っ

てまいりましたノンアセット型の３ＰＬ事業へ経営資源を集中しております。引き続き当社グループ

は、事業の選択と集中を継続して行うと同時に、積極的な営業活動を実施することで、更なる収益基盤

および財務基盤の獲得を目指し、企業の発展と成長を推進してまいります。 

また、当社グループにおけるコーポレートガバナンスの徹底およびコンプライアンスの強化につきま

しては、引き続き内部管理の強化を行うことで、より強固な管理体制を構築いたします。 

① 人材の確保と育成 

当社グループは３ＰＬ事業に経営資源を集中していくにあたり、当社の強みであるコンサルティン

グを軸とした業務運営の受託事業について更に充実していく必要があると考えております。そのため

に、流通・物流業界に精通し総合的なコンサルティングを行える人材、システム開発者、３ＰＬ事業

におけるオペレーション従事者等を、新規学卒者に対するOJTおよび積極的な中途採用により充実さ

せてまいります。 

② 事業の選択と集中 

当社グループは過去、積極的なM&A等により流通・物流を中心とした機能の補完および事業領域の

拡大を行ってまいりましたが、原点回帰の名の下、事業の統廃合を推進してまいりました。今後も継

続的に、重複している機能の統廃合はもちろん、ノンコア事業およびアセット型事業に関する事業の

選択と集中を行うことで、効率的な人員配置、組織体制を整え、経営の効率化を推進してまいりま

す。 

③ 新規顧客の開拓と新サービスの提供 

当社グループは３ＰＬ事業に関する新たなサービスとして、通販サイトの運営から庫内管理までを

一貫して請負う、「sugrel」サービスを顧客に展開いたしました。また、業務運営の分野におきまし

ては、従来の物流・流通に関する請負に加え、製造の分野で業務請負を運営受託し、事業領域の拡大

を達成いたしました。従来の３ＰＬ事業に加え、「sugrel」サービスおよび製造請負の分野にて積極

的な営業活動を行ってまいります。 

④ 管理体制の充実・強化 

当社グループは管理体制の充実・強化に関して、事業の月次収益管理、新規事業およびM&A等に対

する計数管理や収益機会分析の分野において内部管理体制の強化を行い、コーポレートガバナンスの

(4) 会社の対処すべき課題
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徹底とコンプライアンスの強化を進めてまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 929,916 702,997

受取手形及び売掛金 5,487,492 1,304,997

リース投資資産 151,896 232,939

たな卸資産 62,825 －

商品及び製品 － 4,856

仕掛品 － 4,730

原材料及び貯蔵品 － 17,922

その他 2,134,209 1,025,412

貸倒引当金 △203,055 △209,791

流動資産合計 8,563,284 3,084,064

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,240,511 3,916,065

減価償却累計額 △594,866 △320,890

建物及び構築物（純額） 3,645,644 3,595,174

土地 1,046,053 976,207

リース資産 2,121,525 1,742,116

減価償却累計額 △284,668 △311,828

リース資産（純額） 1,836,856 1,430,288

建設仮勘定 － 734,513

その他 640,518 201,619

減価償却累計額 △337,579 △55,985

その他（純額） 302,939 145,634

有形固定資産合計 6,831,494 6,881,818

無形固定資産   

ソフトウエア 285,331 －

のれん 3,832,557 1,443,969

リース資産 211,641 －

その他 29,347 196,465

無形固定資産合計 4,358,878 1,640,434

投資その他の資産   

長期貸付金 512,286 620,587

繰延税金資産 330,056 66,552

差入保証金 1,840,356 －

信託建物 － 1,064,885

信託土地 － 583,410

破産更生債権等 － 1,211,953

その他 462,231 690,232
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

貸倒引当金 △77,203 △1,220,092

投資その他の資産合計 3,067,727 3,017,529

固定資産合計 14,258,100 11,539,783

繰延資産   

創立費 1,197 －

社債発行費 16,206 －

開業費 16,886 －

繰延資産合計 34,291 13,601

資産合計 22,855,676 14,637,448

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,249,837 447,374

1年内償還予定の社債 109,000 109,000

短期借入金 5,095,500 3,596,496

1年内返済予定の長期借入金 887,994 863,368

リース債務 384,248 281,506

賞与引当金 26,092 3,604

その他 928,044 512,355

流動負債合計 8,680,718 5,813,705

固定負債   

社債 817,500 708,500

長期借入金 4,625,512 3,962,111

リース債務 1,510,266 1,212,993

その他 727,249 291,728

固定負債合計 7,680,527 6,175,333

負債合計 16,361,246 11,989,039

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 2,876,313

利益剰余金 1,064,106 △2,950,790

自己株式 △299,007 △28,071

株主資本合計 6,493,228 2,650,401

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △71,631 △1,991

評価・換算差額等合計 △71,631 △1,991

新株予約権 30,372 －

少数株主持分 42,460 －

純資産合計 6,494,429 2,648,409

負債純資産合計 22,855,676 14,637,448
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 34,555,246 16,424,012

売上原価 28,920,532 14,046,068

売上総利益 5,634,714 2,377,943

販売費及び一般管理費 4,655,788 2,918,611

営業利益 978,925 △540,667

営業外収益   

受取利息 16,641 7,381

受取配当金 4,291 108

受取賃貸料 26,001 24,910

助成金収入 15,203 －

受取手数料 7,391 －

持分法による投資利益 － 702

その他 53,340 36,325

営業外収益合計 122,869 69,427

営業外費用   

支払利息 301,137 300,896

支払手数料 59,738 10,307

その他 66,693 50,208

営業外費用合計 427,568 361,412

経常利益 674,226 △832,652

特別利益   

関係会社株式売却益 135,415 802,028

固定資産売却益 151,761 －

その他 55,939 58,143

特別利益合計 343,115 860,172

特別損失   

固定資産除却損 49,418 51,446

投資有価証券売却損 － 134,661

賃貸借契約解約損 66,225 169,552

貸倒引当金繰入額 159,682 1,364,154

事業構造改善費用 55,918 －

本社移転費用 35,902 109,543

物流センター移転費用 30,149 －

特別退職金 22,685 －

関係会社株式売却損 － 282,624

のれん償却額 － 831,526

契約解除損失 － 141,427

その他 367,374 478,198

特別損失合計 787,357 3,563,135

税金等調整前当期純利益 229,983 △3,535,615

ワールド・ロジ㈱（9378）平成21年６月期決算短信

14



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

法人税、住民税及び事業税 20,694 18,764

法人税等還付税額 △13,185 －

法人税等調整額 43,317 223,855

法人税等合計 50,826 242,620

少数株主利益 18,255 △16,588

当期純利益 160,901 △3,761,647
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,748,050 2,752,950

当期変動額   

新株の発行 4,900 －

当期変動額合計 4,900 －

当期末残高 2,752,950 2,752,950

資本剰余金   

前期末残高 2,935,890 2,975,178

当期変動額   

連結子会社合併に伴う増加高 34,387 －

新株の発行 4,900 －

連結範囲の変動 － △98,864

自己株式の処分 － △222,056

自己株式処分差損の振替 － 222,056

当期変動額合計 39,287 △98,864

当期末残高 2,975,178 2,876,313

利益剰余金   

前期末残高 996,091 1,064,106

当期変動額   

連結子会社合併による減少高 △34,387 －

剰余金の配当 △58,499 △31,193

当期純利益又は当期純損失（△） 160,901 △3,761,647

自己株式処分差損の振替 － △222,056

当期変動額合計 68,014 △4,014,897

当期末残高 1,064,106 △2,950,790

自己株式   

前期末残高 △200,616 △299,007

当期変動額   

自己株式の取得 △98,390 －

自己株式の処分 － 270,935

当期変動額合計 △98,390 270,935

当期末残高 △299,007 △28,071

株主資本合計   

前期末残高 6,479,415 6,493,228

当期変動額   

連結子会社合併に伴う増加高 34,387 －

連結子会社合併による減少高 △34,387 －

連結範囲の変動 － △98,864

剰余金の配当 △58,499 △31,193
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

新株の発行 9,800 －

当期純利益又は当期純損失（△） 160,901 △3,761,647

自己株式の取得 △98,390 －

自己株式の処分 － 48,879

自己株式処分差損の振替 － －

当期変動額合計 13,812 △3,842,826

当期末残高 6,493,228 2,650,401

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △40,182 △71,631

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,448 69,639

当期変動額合計 △31,448 69,639

当期末残高 △71,631 △1,991

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △40,182 △71,631

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,448 69,639

当期変動額合計 △31,448 69,639

当期末残高 △71,631 △1,991

新株予約権   

前期末残高 4,800 30,372

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,572 △30,372

当期変動額合計 25,572 △30,372

当期末残高 30,372 －

少数株主持分   

前期末残高 157,098 42,460

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △114,638 △42,460

当期変動額合計 △114,638 △42,460

当期末残高 42,460 －
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

純資産合計   

前期末残高 6,601,131 6,494,429

当期変動額   

連結子会社合併による増加高 34,387 －

連結子会社合併に伴う減少高 △34,387 －

連結範囲の変動 － △98,864

剰余金の配当 △58,499 △31,193

新株の発行 9,800 －

当期純利益又は当期純損失（△） 160,901 △3,761,647

自己株式の取得 △98,390 －

自己株式の処分 － 48,879

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120,514 △3,193

当期変動額合計 △106,701 △3,846,020

当期末残高 6,494,429 2,648,409
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

229,983 △3,535,615

減価償却費 574,601 613,585

その他の償却額 52,878 －

のれん償却額 223,361 1,007,435

持分法による投資損益（△は益） 4,907 △702

貸倒引当金の増減額（△は減少） 159,682 1,216,261

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,058 2,180

受取利息及び受取配当金 △20,932 △7,490

支払利息 301,137 300,896

投資有価証券売却損益（△は益） － 134,661

関係会社株式売却益 △135,415 △802,028

関係会社株式売却損 － 282,624

固定資産売却損益（△は益） △151,761 －

固定資産除却損 49,418 51,446

売上債権の増減額（△は増加） △2,771,625 △70,072

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,526,093 7,194

未収入金の増減額（△は増加） 148,070 －

前払費用の増減額（△は増加） △85,921 －

仕入債務の増減額（△は減少） △117,848 510,106

未払金の増減額（△は減少） △307,191 182,771

未払費用の増減額（△は減少） 23,312 －

株式報酬費用 25,572 －

未払又は未収消費税等の増減額 － 218,137

その他 △231,899 396,004

小計 △487,518 507,397

利息及び配当金の受取額 8,103 2,646

利息の支払額 △306,853 △307,834

法人税等の還付額 12,847 136,897

営業活動によるキャッシュ・フロー △773,420 339,107
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

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 △2,364,268 △616,566

有形固定資産の売却による収入 661,009 －

無形固定資産の取得による支出 △122,716 －

その他償却資産の取得による支出 △18,796 －

投資有価証券の取得による支出 △5,575 △8,838

投資有価証券の売却による収入 13,142 147,570

関係会社株式の取得による支出 △199,055 △19,000

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
支出

△287 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

617,331 2,558,933

短期貸付金の純増減額（△は増加） △645,817 △31,449

長期貸付けによる支出 △335,386 △170,000

長期貸付金の回収による収入 72,197 62,958

その他 165,388 50,495

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,162,835 1,238,311

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） △672,458 △1,082,990

長期借入れによる収入 50,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △1,191,014 △1,063,609

リース債務の返済による支出 △181,110 △411,517

社債の償還による支出 △147,000 △108,000

株式の発行による収入 9,800 －

自己株式の売却による収入 － 48,879

自己株式の取得による支出 △98,390 －

配当金の支払額 △58,241 △27,061

その他 △884 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,289,299 △2,244,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,225,556 △666,880

現金及び現金同等物の期首残高 6,145,434 919,878

現金及び現金同等物の期末残高 919,878 252,997
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21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   11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

  ㈱日本アシスト

  ㈱ＷＬパートナーズ

  ㈱ワールドサプライ

  有限責任中間法人VWLHOLDINGS

  ㈲ＶＷＬ

  ㈲ＶＷＬ瀬戸

  ㈲ＶＷＬ瀬戸２

  ㈱ＴＷレストランツ

  ㈱リサイクル・アンド・イコール

  ㈱サニタイズ三次

(イ)連結子会社の数   10社

  

連結子会社の名称 

㈱日本アシスト 

㈱ワールドソリューションズ 

㈱ＷＬパートナーズ 

有限責任中間法人VWLHOLDINGS 

㈲ＶＷＬ 

㈲ＶＷＬ瀬戸 

㈲ＶＷＬ瀬戸２ 

㈱リサイクル・アンド・イコール 

㈱サニタイズ三次 

㈱ＩＷビジネスパートナーズ 

  

 

  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㈱

は、平成19年７月１日を合併期日と

して、㈱南王に吸収合併され、㈱南

王は商号を㈱ワールドサプライに変

更いたしました。

  ㈱ＮＡホールディングスと㈱ＷＬ

ソリューションズは、平成19年８月

１日を合併期日として、㈱日本アシ

ストに吸収合併されました。

  平成19年12月１日に㈱あにまーと

の全株式を売却したため、当連結会

計年度においては、売却までの期間

の損益計算書及びキャッシュ・フロ

ー計算書を連結しております。

  平成20年３月17日に㈱リサイク

ル・アンド・イコールを100％親会

社とする㈱サニタイズ三次を設立し

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。

  平成20年５月30日に㈱エム・ア

イ・ケーの全株式を売却したため、

当連結会計年度においては売却まで

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しておりま

す。

  ㈱IWビジネスパートナーズ（IMJ

ビジネスコンサルティング㈱より商

号変更）の株式取得に伴い連結の範

囲に含めております。 

 また、前連結会計年度まで連結子

会社であった㈱TWレストランツ及び

㈱ワールドサプライ（期中に連結子

会社の㈱ジャパン・ネットワーク・

ソリューションズを吸収合併）は全

株式を売却したことにより連結の範

囲から除外しております。 

 なお、連結子会社である㈱日本ア

シストの新設分割により㈱ワールド

ソリューションズが設立され、連結

の範囲に含めております。

(ロ)主要な非連結子会社の名称等

  有限責任中間法人 UWPHOLDINGS

  ㈲ＵＷＰ

  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、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。

(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

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

２ 持分法の適用に関する事

項

(イ)持分法適用の関連会社数 １社 

  主要な会社名 

  ＧＦＷインターナショナル㈱

(イ)持分法適用の関連会社数 １社 

  主要な会社名 

  ＧＦＷインターナショナル㈱

(ロ)持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社数 ２社

  有限責任中間法人UWPHOLDINGS

  ㈲ＵＷＰ

  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。

(ロ)持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社数 ２社

  有限責任中間法人UWPHOLDINGS

  ㈲ＵＷＰ

  持分法を適用しない理由

  同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 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。 

 また、㈱リサイクル・アンド・イコ

ールの決算日は３月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。 

 なお、その他の連結子会社の事業年

度の末日は、連結決算日と一致してお

ります。

  同左

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

   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

   同左

  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

(ロ)デリバティブ 

  時価法

(ロ)デリバティブ 

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

(ハ)たな卸資産 

商品 

 終仕入原価法による原価法 

  

 

  

原材料  

 先入先出法による原価法 

  

 

  

―――――― 

  

 

  

 

――――――

(ハ)たな卸資産 

商品 

 終仕入原価法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定） 

  

原材料 

 先入先出法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

  

仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定） 

  

貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法  

  （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適

用しております。  

 この変更による損益に与える影響は

軽微であります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

 建物(附属設備を除く)

  定額法

 その他の有形固定資産

  定率法

  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

①有形固定資産(リース資産を除く)

 建物(附属設備を除く)

  同左

 その他の有形固定資産

  同左

  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   ２～50年

 機械装置及び運搬具 ２～17年

 その他       ２～15年

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より当社及び連結子

会社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。なお、セグメント情報に

与える影響は、当該箇所に記載してお

ります。

（追加情報） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により、取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。なお、セグメント情報に

与える影響は当該箇所に記載しており

ます。

②無形固定資産(リース資産を除く)

  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。

②無形固定資産(リース資産を除く) 

  同左

③リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。

③リース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

（会計方針の変更） 

 「リース取引に関する会計基準」

(企業会計基準第13号(平成５年６月17

日(企業会計審議会第一部会)、平成19

年３月30日改正))及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第16号(平成６年１月

18日(日本公認会計士協会 会計制度

委員会)、平成19年３月30日改正))が

平成19年４月１日以後開始する連結会

計年度から適用することができること

になったことに伴い、当連結会計年度

より、同会計基準及び同適用指針を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。なお、セグメント情報に

与える影響は当該箇所に記載しており

ます。

 (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

(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。

(ロ)賞与引当金 

  同左

 (4) 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

(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。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ

方針

  同左

 ①ヘッジ手段

  金利キャップ

 ②ヘッジ対象

  借入金の利息
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

(ハ)ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッ

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

 (5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①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。

①消費税等の会計処理

  同左

②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。

②繰延資産の処理方法

  同左

 ―――――

  同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 全面時価評価法を採用しておりま

す。

  同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんの償却については、20年間の

定額法により償却を行っております。

  同左

７ 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か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

  同左
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(7)【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】

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動資産

の「繰延税金資産」(当連結会計年度7,288千円)は資産

総額の100分の１以下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

  

 

  

 

  

 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「機械装

置及び運搬具」(当連結会計年度33,679千円)は資産総額

の100分の１以下となったため、有形固定資産の「その

他」に含めて表示しております。 

  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「建設仮

勘定」(当連結会計年度148,112千円)は資産総額の100分

の１以下となったため、有形固定資産の「その他」に含

めて表示しております。 

  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資有

価証券」(当連結会計年度177,037千円)は資産総額の100

分の１以下となったため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。 

  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未払法

人税等」(当連結会計年度29,295千円)は負債及び純資産

の合計額の100分の１以下となったため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未払

金」(当連結会計年度510,399千円)は負債及び純資産の

合計額の100分の５以下となったため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ35,724千

円、－千円、27,100千円であります。 

  

 前連結会計年度において有形固定資産の「その他」に

含めて表示しておりました「建設仮勘定」（前連結会計

年度148,112千円）は、資産総額の100分の１を超えたた

め区分掲記しております。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました無形

固定資産の「ソフトウェア」(当連結会計年度167,203千

円)は資産総額の100分の５以下のため、「その他」に含

めて表示しております。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました無形

固定資産の「リース資産」(当連結会計年度25,388千円)

は資産総額の100分の１以下のため、「その他」に含め

て表示しております。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました投資

その他の資産の「差入保証金」(当連結会計年度526,005

千円)は資産総額の100分の５以下となったため、「その

他」に含めて表示しております。 

  

 前連結会計年度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「破産更生債権等」

(前連結会計年度96,178千円)は資産総額の100分の５を

超えたため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。  

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました繰延

資産の「創立費」(当連結会計年度582千円)、「社債発

行費」（当連結会計年度13,018千円）、「開業費」（当

連結会計年度－千円）は、資産総額の100分の１以下で

あるため、「繰延資産合計」として一括掲記しておりま

す。
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該当事項はありません。 

前連結会計年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「投

資有価証券売却益」(当連結会計年度4,718千円)は、特

別利益の100分の10以下となったため、「その他」に含

めて表示しております。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「投

資有価証券評価損」(当連結会計年度18,324千円)は、特

別損失の100分の10以下となったため、「その他」に含

めて表示しております。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました特別

損失の「支払手数料」(当連結会計年度4,761千円)は特

別損失の100分の10以下となったため、「その他」に含

めて表示しております。

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「助

成金収入」（当連結会計年度5,132千円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、「その他」に

含めて表示しております。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「受

取手数料」（当連結会計年度3,504千円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下であるため、営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「固

定資産売却益」(当連結会計年度1,991千円)は、特別利

益の100分の10以下となったため、特別利益の「その

他」に含めて表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において掲記しておりました「投資有

価証券売却益」(当連結会計年度△4,718千円)及び「投

資有価証券評価損」(当連結会計年度18,324千円)は、金

額的重要性が乏しいため当連結会計年度より営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示して

おります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「投資

有価証券売却損益」(前連結会計年度△1,778千円)及び

「未払又は未収消費税等の増減額」（前連結会計年度△

134,596千円）は、金額的重要性が増したため当連結会

計年度より区分掲記しております。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「そ

の他償却額」(当連結会計年度36,130千円)、「有形固定

資産売却損益」(当連結会計年度△1,349千円)、「株式

報酬費用」（当連結会計年度12,312千円）、「未収入金

の増減額（△増加額）」（当連結会計年度△60,854千

円）、「前払費用の増減額（△増加額）」（当連結会計

年度33,780千円）及び「未払費用の増減額（△減少

額）」（当連結会計年度△20,508千円）は、金額的重要

性が乏しいため当連結会計年度より営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

す。 

  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「有

形固定資産の売却による収入」(当連結会計年度54,241

千円)、「無形固定資産の取得による支出」(当連結会計

年度△2,915千円)、「その他の償却資産の取得による支

出」（当連結会計年度△1,098千円）は、金額的重要性

が乏しいため当連結会計年度より投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 

【追加情報】
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前連結会計年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日) 

 

 
(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………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) ドラッグストア事業………ドラッグストアの運営 
(8) その他事業………ビジネスサポート事業、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にか
かる費用であり、1,340,347千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価
証券)、新センター資産(建物等)及び管理部門に係る資産等であり、4,598,858千円であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 
６ 会計方針の変更等 
  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(2)①に記載のとおり、当連結会計年度より当社及

び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後
の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。並びに、平成19年３月31日以前に取得した有形固
定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に到達した連
結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却
し、減価償却費に含めて計上しております。また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４
(2)③に記載のとおり、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計
審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)平成19年３月30日改正))が平成
19年４月１日以後開始する連結会計年度から適用することができることになったことに伴い、当連結会計年
度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これらによるセグメント情報に与える影響は軽微
であります。 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

(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
リサイクル

事業

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 5,869,374 2,665,283 717,826 10,236,739 2,483,034 1,145,218

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 284,426 1,380,528 ― 307,592 43,786 315

計 6,153,800 4,045,812 717,826 10,544,332 2,526,820 1,145,534

  営業費用 5,494,826 3,885,253 237,230 10,408,612 2,001,467 940,408

  営業利益 658,974 160,558 480,596 135,720 525,353 205,126

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 1,402,453 3,435,565 379,173 4,275,576 3,872,435 3,866,921

  減価償却費 72,085 21,462 85 198,902 35,072 9,431

  資本的支出 91,184 27,750 ― 46,738 156 376,556

ドラッグ
ストア事業

その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,148,344 3,289,425 34,555,246 ― 34,555,246

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 2,620 620,405 2,639,677 (2,639,677) ―

計 8,150,965 3,909,831 37,194,924 (2,639,677) 34,555,246

  営業費用 8,109,751 3,839,119 34,916,668 (1,340,347) 33,576,321

  営業利益 41,213 70,712 2,278,256 (1,299,330) 978,925

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 ― 1,024,692 18,256,817 4,598,858 22,855,676

  減価償却費 59,889 15,579 412,510 183,517 596,027

  資本的支出 153,838 51,141 742,494 1,807,238 2,549,733
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当連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 

 
(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 

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にか

かる費用であり、1,224,600千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価

証券)及び管理部門に係る資産等であり、1,424,285千円であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には信託不動産及び長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(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

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 6,800,647 1,313,782 345,493 4,718,234 377,262

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 241,945 7,802 － 572,260 27,981

計 7,042,593 1,321,584 345,493 5,290,494 405,244

  営業費用 6,919,673 1,351,760 414,310 5,110,365 321,936

  営業利益又は営業損失（△） 122,919 △ 30,175 △ 68,817 180,128 83,308

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 5,582,251 164,278 350,820 － 4,010,014

  減価償却費 148,273 1,042 5,409 98,264 65,976

  資本的支出 27,598 4,938 775 40,394 －

リサイクル事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 1,432,166 1,436,425 16,424,012 － 16,424,012

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 50 8,542 858,582 (858,582) －

計 1,432,216 1,444,968 17,282,595 (858,582) 16,424,012

  営業費用 1,131,762 1,451,778 16,701,587 263,092 16,964,680

  営業利益又は営業損失（△） 300,453 △ 6,810 581,007 (1,121,675) △ 540,667

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 4,110,266 168,842 14,386,475 250,973 14,637,448

  減価償却費 163,056 4,112 486,136 143,470 629,606

  資本的支出 525,738 796 600,242 105,826 706,068
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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。 

  

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。 

  

海外売上高がないため記載しておりません。 

  

海外売上高がないため記載しておりません。 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日)

当連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日)

当連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日)
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(注) １ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１株当たり純資産額 113,223円73銭 44,572円 51銭

１株当たり当期純利益 2,807円41銭 △64,147円 38銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
― ―

項目
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 160,901 △3,761,647

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 160,901 △3,761,647

普通株式の期中平均株式数(株) 57,313 58,640

潜在株式調整後１株当たり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 ― ―

普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり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 

 5,075個

・潜在株式の種類 

 新株予約権 

・潜在株式の数 

 1,825個
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１ 当社は平成20年７月１日開催の取締役会において、

ＩＭＪビジネスコンサルティング株式会社の株式取得

を決議し、子会社化いたしました。

――――――

 (1) 対象会社の概要 

   ①商号 

     ＩＭＪビジネスコンサルティング株式会社

   ②代表者 

     代表取締役 長崎 次一

   ③所在地 

     東京都品川区西五反田7-1-1住友五反田ビル

   ④主な事業

     ネットビジネスにおけるコンサルティングサ

ービス事業

     ネットマーケティング事業

     インキュベーション事業、その他関連事業

   ⑤資本金 

     42,500千円

 (2) 株式取得の内容 

   ①株式取得日 

     平成20年７月１日

   ②取得価額 

     122,100千円

   ③取得後の所有割合 

     70.3％

 (3) 取得の目的

    今後ますます拡大が見込まれるインターネット

通販において、サイトの構築からシステム構築、

売上分析、プロモーション設計、決済代行、倉

庫・物流代行、コールセンター構築までをワンス

トップで提供するサービスに特化するうえで、Ｉ

ＭＪビジネスコンサルティング株式会社の保有す

る豊富な経験と実績が必要と判断したためであり

ます。

２ 当社は平成20年８月29日開催の取締役会において、

連結子会社である株式会社ＴＷレストランツの株式を

譲渡することを決議し、同年９月１日全株を株式会社

イモラ・プロパティーに譲渡しております。

 (1) 当該連結子会社の概要 

   ①商号 

     株式会社ＴＷレストランツ

   ②代表者 

     代表取締役 井上誠

   ③所在地 

     大阪市住之江区南港南一丁目１番125号

   ④主な事業 

     飲食事業

   ⑤資本金 

     1,000万円
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連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

に関する注記事項等、リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリ

バティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信にお

ける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

前連結会計年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 (2) 譲渡先の名称 

   株式会社イモラ・プロパティー

 (3) 譲渡の時期 

   平成20年９月１日

 (4) 譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡

後の持分比率

   ①譲渡する株式の数

     200株

   ②譲渡価額

     370,000千円(１株あたり1,850千円)

   ③譲渡損

     280,410千円

     (譲渡損は現在入手可能な情報での見込み数

値となっており、修正など変更がある場合が

ございます。)

   ④譲渡後の持分比率

     0％

 (5) 譲渡の理由

    当社グループは、クライアントニーズに対しワ

ンストップソリューション提案するべくインフラ

整備を進めてまいりました。三温度帯(冷凍・冷

蔵・常温)におけるデリバリー機能強化およびそ

の研究を目的として平成18年１月に、飲食事業を

運営する株式会社ＴＷレストランツの株式を取得

いたしました。

    現在、当社グループは３ＰＬ事業を中心とした

コア事業への経営資源の集中を目指し、中期経営

計画を立案実行しております。経営資源を集中す

ることがグループとしてのシナジーをより一層拡

大させると判断したこと、また、三温度帯におけ

るノウハウの習得が完了したことによって飲食事

業を行う株式会社ＴＷレストランツの全株式を譲

渡することとなりました。

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 610,042 60,472

受取手形 484 －

売掛金 1,214,840 721,035

商品及び製品 15,359 4,856

原材料及び貯蔵品 － 8,509

前払費用 222,510 180,009

繰延税金資産 9,149 －

未収入金 501,752 203,527

未収還付法人税等 91,821 －

短期貸付金 673,867 561,976

その他 66,008 5,245

貸倒引当金 △33,297 △5,563

流動資産合計 3,372,539 1,740,068

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,103,343 3,163,214

減価償却累計額 △97,723 △182,431

建物（純額） 3,005,619 2,980,782

構築物 5,428 5,428

減価償却累計額 △849 △2,440

構築物（純額） 4,578 2,987

機械及び装置 1,777 1,777

減価償却累計額 △92 △443

機械及び装置（純額） 1,685 1,334

車両運搬具 43,351 8,586

減価償却累計額 △35,451 △7,230

車両運搬具（純額） 7,900 1,355

工具、器具及び備品 52,150 67,807

減価償却累計額 △16,565 △29,437

工具、器具及び備品（純額） 35,585 38,370

土地 2,092 2,092

リース資産 366,354 251,533

減価償却累計額 △71,356 △75,163

リース資産（純額） 294,998 176,369

有形固定資産合計 3,352,460 3,203,292

無形固定資産   

ソフトウエア 202,197 141,665

リース資産 22,579 21,308
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

その他 9,574 1,226

無形固定資産合計 234,351 164,200

投資その他の資産   

投資有価証券 171,791 4,428

関係会社株式 4,381,857 1,748,344

その他の関係会社有価証券 800,000 800,000

関係会社長期貸付金 229,279 172,603

長期貸付金 － 170,000

破産更生債権等 29,000 1,101,885

長期前払費用 36,119 3,224

差入保証金 557,177 385,476

繰延税金資産 327,779 －

その他 83,586 61,173

貸倒引当金 △29,000 △1,101,885

投資その他の資産合計 6,587,592 3,345,250

固定資産合計 10,174,403 6,712,743

資産合計 13,546,943 8,452,811

負債の部   

流動負債   

買掛金 520,205 455,671

短期借入金 4,416,600 2,734,496

1年内返済予定の長期借入金 500,000 500,000

リース債務 85,524 63,309

未払金 170,326 93,452

未払費用 39,069 13,315

未払法人税等 － 11,718

預り金 10,950 2,903

前受収益 30,562 10,386

賞与引当金 6,108 1,716

その他 2,715 613

流動負債合計 5,782,063 3,887,583

固定負債   

長期借入金 1,000,000 700,000

長期預り保証金 201,328 26,443

リース債務 252,669 152,365

その他 － 19,524

固定負債合計 1,453,997 898,333

負債合計 7,236,061 4,785,916
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21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   

資本準備金 2,936,150 2,936,150

資本剰余金合計 2,936,150 2,936,150

利益剰余金   

利益準備金 3,500 3,500

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 955,994 △1,996,562

利益剰余金合計 959,494 △1,993,062

自己株式 △299,007 △28,071

株主資本合計 6,349,587 3,667,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △69,079 △1,071

評価・換算差額等合計 △69,079 △1,071

新株予約権 30,372 －

純資産合計 6,310,881 3,666,894

負債純資産合計 13,546,943 8,452,811
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

役務収益 5,559,754 5,123,936

商品売上高 1,748,597 1,091,763

売上高合計 7,308,352 6,215,699

売上原価   

役務原価 3,986,971 4,294,066

商品売上原価   

当期商品仕入高 1,554,533 939,307

売上原価合計 5,541,504 5,233,374

売上総利益 1,766,847 982,325

販売費及び一般管理費   

役員報酬 269,641 100,054

給料及び手当 383,889 248,731

支払報酬 90,157 79,682

旅費及び交通費 71,478 65,128

減価償却費 111,382 104,896

支払手数料 173,467 285,247

地代家賃 69,267 179,475

交際費 52,360 －

貸倒引当金繰入額 － 6,954

賞与引当金繰入額 6,108 392

その他 446,730 368,777

販売費及び一般管理費合計 1,674,484 1,439,341

営業利益又は営業損失（△） 92,363 △457,016

営業外収益   

受取利息 30,172 7,661

受取配当金 504,218 75

匿名組合投資利益 312,650 17,660

その他 38,766 16,065

営業外収益合計 885,808 41,462

営業外費用   

支払利息 109,821 120,152

支払手数料 52,234 9,531

匿名組合投資損失 － 251,080

その他 3,613 3,526

営業外費用合計 165,669 384,292

経常利益又は経常損失（△） 812,502 △799,846
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 878 －

関係会社株式売却益 － 715,066

その他 5,564 31,621

特別利益合計 6,443 746,687

特別損失   

固定資産除却損 13,144 36,865

投資有価証券売却損 － 134,661

関係会社株式売却損 296,500 293,147

賃貸借契約解約損 66,225 161,510

債権放棄損 53,253 －

本社移転費用 35,902 108,448

貸倒引当金繰入額 23,075 1,072,225

関係会社株式評価損 － 155,659

その他 89,039 386,561

特別損失合計 577,142 2,349,079

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 241,803 △2,402,238

法人税、住民税及び事業税 5,810 7,356

法人税等調整額 16,904 289,712

法人税等合計 22,714 297,069

当期純利益又は当期純損失（△） 219,089 △2,699,307
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,748,050 2,752,950

当期変動額   

新株の発行 4,900 －

当期変動額合計 4,900 －

当期末残高 2,752,950 2,752,950

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,931,250 2,936,150

当期変動額   

新株の発行 4,900 －

当期変動額合計 4,900 －

当期末残高 2,936,150 2,936,150

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の処分 － △222,056

自己株式処分差損の振替 － 222,056

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 2,931,250 2,936,150

当期変動額   

新株の発行 4,900 －

自己株式の処分 － △222,056

自己株式処分差損の振替 － 222,056

当期変動額合計 4,900 －

当期末残高 2,936,150 2,936,150

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,500 3,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,500 3,500

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 970 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △970 －
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当期変動額合計 △970 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 794,433 955,994

当期変動額   

剰余金の配当 △58,499 △31,193

当期純利益又は当期純損失（△） 219,089 △2,699,307

特別償却準備金の取崩 970 －

自己株式処分差損の振替 － △222,056

当期変動額合計 161,560 △2,952,557

当期末残高 955,994 △1,996,562

利益剰余金合計   

前期末残高 798,904 959,494

当期変動額   

剰余金の配当 △58,499 △31,193

当期純利益又は当期純損失（△） 219,089 △2,699,307

特別償却準備金の取崩 － －

自己株式処分差損の振替 － △222,056

当期変動額合計 160,590 △2,952,557

当期末残高 959,494 △1,993,062

自己株式   

前期末残高 △200,616 △299,007

当期変動額   

自己株式の取得 △98,390 －

自己株式の処分 － 270,935

当期変動額合計 △98,390 270,935

当期末残高 △299,007 △28,071

株主資本合計   

前期末残高 6,277,587 6,349,587

当期変動額   

新株の発行 9,800 －

剰余金の配当 △58,499 △31,193

当期純利益又は当期純損失（△） 219,089 △2,699,307

自己株式の取得 △98,390 －

自己株式の処分 － 48,879

自己株式処分差損の振替 － －

当期変動額合計 72,000 △2,681,621

当期末残高 6,349,587 3,667,965

ワールド・ロジ㈱（9378）平成21年６月期決算短信

42



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △42,388 △69,079

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,690 68,007

当期変動額合計 △26,690 68,007

当期末残高 △69,079 △1,071

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △42,388 △69,079

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,690 68,007

当期変動額合計 △26,690 68,007

当期末残高 △69,079 △1,071

新株予約権   

前期末残高 4,800 30,372

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,572 △30,372

当期変動額合計 25,572 △30,372

当期末残高 30,372 －

純資産合計   

前期末残高 6,239,999 6,310,881

当期変動額   

新株の発行 9,800 －

剰余金の配当 △58,499 △31,193

当期純利益又は当期純損失（△） 219,089 △2,699,307

自己株式の取得 △98,390 －

自己株式の処分 － 48,879

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,117 37,635

当期変動額合計 70,882 △2,643,986

当期末残高 6,310,881 3,666,894
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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