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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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 ％

22年6月期第1四半期 2,550 △53.3 △42 ― △107 ― △123 ―
21年6月期第1四半期 5,461 △45.3 △262 ― △342 ― △1,158 ―

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

22年6月期第1四半期 △2,079.52 ―
21年6月期第1四半期 △20,434.93 ―

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

22年6月期第1四半期 14,231 2,523 17.8 42,475.17
21年6月期 14,637 2,648 18.1 44,572.51

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  2,523百万円 21年6月期  2,648百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― ― ― ― ―
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
平成22年６月期の連結業績予想につきましては、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）へ売却したこと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、同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るため、これに代えて、今後四
半期毎に翌四半期までの連結累計期間の業績予想を開示し、また通期業績予想が可能になった時点で速やかに開示いたします。 

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 4,950 △56.1 △77 ― △207 ― △233 ― △3,921.37

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）  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、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。 

(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） 

(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 
（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【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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 59,698株 21年6月期  59,698株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  280株 21年6月期  280株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 59,418株 21年6月期第1四半期 56,716株



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気悪化が下げ止まるとともに、
政府による経済政策等の影響により景気は回復基調にあるものの本格的な回復には至らず、依然として厳
しい状況で推移いたしました。 
物流・流通業界においては個人消費の低迷、企業収益の悪化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、依然として厳しい経営環境にあります。 
このような経営環境のもと、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、全社的な事業の見直しを
推進してまいりました。平成21年２月16日には、コア事業への経営資源の集中を目的として、連結子会社
である株式会社ワールドサプライを売却しており、前第３四半期連結会計期間より同社の業績は反映され
ておりません。 
その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,550百万円（前年同四半期比53.3%減）となり、営業

損失42百万円（前年同四半期は営業損失262百万円）、経常損失107百万円（前年同四半期は経常損失342
百万円）、四半期純損失は123百万円（前年同四半期は四半期純損失1,158百万円）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） 

経営資源の集中を３ＰＬ事業へ行い、新規案件の開拓に向けて新体制をスタートさせ、新規顧客の３Ｐ
Ｌ事業を立ち上げることが出来ました。しかしながら、既存クライアントの物量低下等の影響があり、売
上高1,751百万円（前年同四半期比4.4％減）となりました。 
 営業利益については売上高の減少による影響は受けたものの、作業生産性の向上や経費削減等の改善を
行った結果、108百万円（前年同四半期は営業損失15百万円）となりました。 
  

（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82百万円（前年同四半期比316.7%増）、営
業利益24百万円（前年同四半期比48.9%増）となりました。 
  

（リサイクル事業） 

リサイクル処理量の減少により、売上高269百万円（前年同四半期比31.9%減）となりました。営業利益
についても売上減の影響を受けた結果、41百万円（前年同四半期比61.2%減）となりました。 
  

（その他事業） 

その他の事業はビジネスサポート事業、コンサルティング事業及び人材アウトソーシング事業で構成さ
れており、売上高446百万円（前年同四半期比20.0%減）、営業損失24百万円（前年同四半期は営業利益2
百万円）となりました。 
 なお、コンサルティング事業及び人材アウトソーシング事業は、売上割合が減少したため当第１四半期
連結累計期間よりその他事業に含めております。 

  

(1)資産 
当第１四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405百万円減少し、14,231百

万円となりました。これは、主に流動資産の現金及び預金が42百万円、受取手形及び売掛金が200百万
円、リース投資資産が65百万円、流動資産その他に含まれる未収入金が92百万円減少した等によるもので
あります。 

  
(2)負債 
当第１四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280百万円減少し、11,708百

万円となりました。これは、主に流動負債その他に含まれるリース債務が87百万円、固定負債その他に含
まれるリース債務が212百万円減少したこと等によるものであります。 

  
(3)純資産 
当第１四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124百万円減少し、2,523百

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。 
  

・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１四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11百万円増加

し、264百万円となりました。 
(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、414百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失
123百万円となったものの、減価償却費125百万円、売上債権の減少217百万円、仕入債務の増加114百万円
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 

 投資活動の結果使用した資金は、286百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得330百万
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、117百万円となりました。これは主として短期借入金の純減額79百万
円、社債の償還による支出54百万円、リース債務の返済による支出58百万円ががあったこと等によるもの
であります。 

  

平成22年６月期第１四半期連結会計期間の連結業績予想につきましては、平成21年８月10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。 

 
平成22年６月期の連結業績予想につきましては、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）へ売却したこと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、同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
は非常に困難であるため、これに代えて、今後四半期毎に翌四半期までの連結累計期間の業績予想を開示
し、また通期業績予想が可能になった時点で速やかに開示いたします。 

 
  

  

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。 

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) 2,100 △110 △190 △200 △3,410 .64

 今回発表予想 (B) 2,550 △42 △107 △123 △2,079 .52

 増減額（B－A） 450 68 83 77 1,331 .12

 増 減 率（％） 17.7 61.9 43.7 38.5 -

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 4,950 △77 △207 △233 △3,921 .37

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）

該当事項はありません。

(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
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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１四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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

(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

ワールド・ロジ株式会社(9378)平成22年６月期第１四半期決算短信

5



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１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 660,185 702,997

受取手形及び売掛金 1,104,983 1,304,997

リース投資資産 167,272 232,939

商品及び製品 4,883 4,856

仕掛品 2,057 4,730

原材料及び貯蔵品 15,668 17,922

その他 952,519 1,025,412

貸倒引当金 △204,648 △209,791

流動資産合計 2,702,922 3,084,064

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,916,065 3,916,065

減価償却累計額 △356,835 △320,890

建物及び構築物（純額） 3,559,229 3,595,174

その他 3,761,196 3,654,457

減価償却累計額 △401,984 △367,813

その他（純額） 3,359,211 3,286,644

有形固定資産合計 6,918,440 6,881,818

無形固定資産   

のれん 1,421,375 1,443,969

その他 186,140 196,465

無形固定資産合計 1,607,516 1,640,434

投資その他の資産   

その他 4,213,681 4,237,621

貸倒引当金 △1,223,379 △1,220,092

投資その他の資産合計 2,990,302 3,017,529

固定資産合計 11,516,259 11,539,783

繰延資産 12,681 13,601

資産合計 14,231,863 14,637,448
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 561,745 447,374

短期借入金 4,410,186 4,459,864

賞与引当金 1,822 3,604

その他 794,593 902,862

流動負債合計 5,768,347 5,813,705

固定負債   

社債 654,000 708,500

長期借入金 4,007,568 3,962,111

その他 1,278,158 1,504,722

固定負債合計 5,939,726 6,175,333

負債合計 11,708,074 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 2,876,313 2,876,313

利益剰余金 △3,074,352 △2,950,790

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 2,526,840 2,650,401

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,050 △1,991

評価・換算差額等合計 △3,050 △1,991

純資産合計 2,523,789 2,648,409

負債純資産合計 14,231,863 14,637,448
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,461,775 2,550,375

売上原価 4,827,849 2,187,771

売上総利益 633,925 362,604

販売費及び一般管理費 896,072 405,472

営業損失（△） △262,147 △42,867

営業外収益   

受取利息 4,856 1,058

受取賃貸料 6,872 2,857

持分法による投資利益 186 －

その他 5,726 2,323

営業外収益合計 17,641 6,239

営業外費用   

支払利息 73,783 64,566

支払手数料 9,240 301

持分法による投資損失 － 190

その他 14,983 6,278

営業外費用合計 98,008 71,336

経常損失（△） △342,514 △107,965

特別利益   

預り保証金解約益 － 13,142

貸倒引当金戻入額 － 3,064

受取和解金 19,981 －

その他 349 49

特別利益合計 20,331 16,256

特別損失   

賃貸借契約解約損 － 25,789

固定資産除却損 1,158 1,283

投資有価証券売却損 131,641 1,200

契約解除損失 334,365 －

関係会社株式売却損 282,624 －

その他 82,279 3,867

特別損失合計 832,069 32,140

税金等調整前四半期純損失（△） △1,154,252 △123,849

法人税等 16,767 100

少数株主損失（△） △12,032 △388

四半期純損失（△） △1,158,987 △123,561
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30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（△） △1,154,252 △123,849

減価償却費 162,375 125,171

のれん償却額 54,787 22,593

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,902 △1,856

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,421 △1,732

受取利息及び受取配当金 △4,856 △1,058

支払利息 73,783 64,566

持分法による投資損益（△は益） △186 190

固定資産除却損 1,158 1,283

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 131,171 1,200

預り保証金解約益 － △13,142

賃貸借契約解約損 － 25,789

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） 126,032 217,512

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,528 －

仕入債務の増減額（△は減少） △69,563 114,370

その他 163,201 34,948

小計 126,690 465,987

利息及び配当金の受取額 968 865

利息の支払額 △85,174 △69,026

法人税等の支払額 △9,527 17,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,955 414,970

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 54,500

定期預金の預入による支出 △100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △124,440 △330,020

無形固定資産の取得による支出 △23,323 －

投資有価証券の取得による支出 － △51,000

投資有価証券の売却による収入 143,060 49,800

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 41,199

短期貸付金の増減額（△は増加） 5,303 △7,991

貸付けによる支出 － △68,000

貸付金の回収による収入 8,921 10,790

その他 △21,184 14,661

投資活動によるキャッシュ・フロー 74,548 △286,060
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30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） △193,000 △79,500

長期借入れによる収入 － 148,000

長期借入金の返済による支出 △370,539 △72,721

社債の償還による支出 △53,500 △54,500

リース債務の返済による支出 △97,203 △58,432

その他 － △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △714,242 △117,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △606,737 11,688

現金及び現金同等物の期首残高 919,878 252,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 313,140 264,685
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）   （単位：千円） 

 
(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……倉庫内の運営業務、貨物運送、物流倉庫の賃貸借等 

(2) 金融事業……ファンド運用、リース業及び貸金業 

(3）リサイクル事業……リサイクルパレットの製造・販売 

(4）コンサルティング事業……ネット通販・物流関連コンサルティング業務、物流システム開発・販売等 

(5) 人材アウトソーシング事業……人材派遣事業 

(6) 納品代行事業……百貨店向け検品・納品代行事業 

(7）その他事業……ビジネスサポート事業、外食事業 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）   （単位：千円） 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

３ＰＬ事業 金融事業 リサイクル事業
コンサルティン

グ事業
人材アウトソー
シング事業

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,832,283 19,899 396,282 64,870 408,411

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

128,060 10,038 50 ─ 4,993

計 1,960,344 29,938 396,332 64,870 413,404

営業利益又は営業損失(△) △ 15,217 16,486 106,071 △ 29,514 △ 8,598

納品代行事業 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

2,181,843 558,182 5,461,775 ─ 5,461,775

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

202,221 389 345,752 (345,752) ─

計 2,384,064 558,572 5,807,527 (345,752) 5,461,775

営業利益又は営業損失(△) △ 4,525 2,752 67,455 (329,602) △ 262,147

３ＰＬ事業 金融事業 リサイクル事業 その他事業 計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,751,492 82,926 269,933 446,022 2,550,375

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 4,126 ─ 2,049 6,175

計 1,751,492 87,052 269,933 448,071 2,556,551

営業利益又は営業損失(△) 108,843 24,560 41,149 △ 24,232 150,319

消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

─ 2,550,375

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

(6,175) ─

計 (6,175) 2,550,375

営業利益又は営業損失(△) (193,187) △ 42,867
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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……倉庫内の運営業務、貨物運送、物流倉庫の賃貸借等 

(2) 金融事業……ファンド運用、リース業及び貸金業 

(3）リサイクル事業……リサイクルパレットの製造・販売 

(4) その他事業……ビジネスサポート事業、コンサルティング事業、人材アウトソーシング事業 

３ コンサルティング事業及び人材アウトソーシング事業については、売上割合が減少したため当第１四半期連

結累計期間より、その他事業に含めております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９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、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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、記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【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
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