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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期第3四半期 7,161 △48.8 △113 ― △307 ― △424 ―
21年6月期第3四半期 13,975 △47.6 △521 ― △737 ― △1,027 ―

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3四半期 △7,070.89 ―
21年6月期第3四半期 △17,605.19 ―

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3四半期 13,622 2,256 16.5 35,876.39
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3四半期  2,250百万円 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  
当社は前連結会計年度において連結子会社を売却したことに伴い、当社グループの業容が大幅に変化したこと、並びに製造請負事業においては、製造業
界の一部分野において、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あ
ること、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
質の改善を進めていること等の理由により平成22年６月期通期業績予想数値の発表を控えておりました。 
当第３四半期において、平成22年６月期通期業績予想の算出が可能となりましたので、上記のとおり開示いたします。 

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

通期 9,019 △45.1 △272 ― △562 ― △729 ― △12,133.41



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）  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3四半期 62,998株 21年6月期  59,698株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  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3四半期 60,082株 21年6月期第3四半期 58,382株



当第３四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。前第３四半期連結累計期間には、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いたしました。 
また当社の連結子会社である株式会社日本アシストは、平成21年12月１日に同社の人材アウトソーシ

ング事業を、同社が設立した新設会社「㈱日本アシスト（以下、(新)日本アシスト）」に新設分割の方
法により承継させ、同日に(新)日本アシストの全株式を売却しております。これにより、売却日以降の
人材アウトソーシング事業の業績は、当第３四半期連結累計期間の財務諸表に反映されておりません。
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,161百万円（前年同四半期比48.8%減）となり、営

業損失113百万円（前年同四半期は営業損失521百万円）、経常損失307百万円（前年同四半期は経常損
失737百万円）、四半期純損失は424百万円（前年同四半期は四半期純損失1,027百万円）となりまし
た。 
  
事業の種類別セグメントの経営成績は以下のとおりであります。 
  

（３ＰＬ事業） 

経営資源の集中を引き続き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３ＰＬ事業を立ち上げることが出来ました。この結果、売上高5,027百万円（前年同四半期比
4.2％減）となったものの、営業利益については新規顧客の誘致に伴い初期費用が嵩んだ一方で作業生
産性の向上や売上原価削減等の改善を行った結果、244百万円（前年同四半期比180.3%増）となりまし
た。 
  

（金融事業） 

リース契約の終了等の影響並びに前年同半期のリース物件売却による一時的な売上・利益増が当第３
四半期においては発生しなかったことから、売上高248百万円（前年同四半期比13.7%減）、営業利益53
百万円（前年同四半期比41.0%減）となりました。 
  

（リサイクル事業） 

リサイクル処理量及びパレット生産枚数の減少により、売上高796百万円（前年同四半期比31.3%
減）、営業利益についても売上高減少の影響を受けた結果、116百万円（前年同四半期比53.4%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及び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
成されております。ビジネスサポート事業における通販代理店業務や物流資材調達にて、顧客側の経費
削減による買い控え等で購入単価の下落や購入量が減少したこと、人材アウトソーシング事業は、平成
21年12月１日に新設分割により事業を継承した新設会社を売却したこと等により、売上高1,088百万円
（前年同四半期比57.4%減）、営業損失30百万円（前年同四半期は営業損失61百万円）となりました。 
 なお、コンサルティング事業は、売上割合が減少したため第１四半期連結会計期間よりその他事業に
含めております。 
 また、人材アウトソーシング事業は、売上割合が減少したため第１四半期連結会計期間よりその他事
業に含めておりましたが、前述のとおり、売却日以降の人材アウトソーシング事業の業績は当第３四半
期連結会計期間において連結財務諸表に反映されておりません。 

  

・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
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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1,007百万円減少し、13,630
百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が321百万円、リース投資資産が102百万円、流動
資産その他に含まれる未収入金が85百万円、建物及び構築物（純額）が111百万円、のれんが67百万円、
投資その他の資産その他に含まれる差入保証金が157百万円、信託建物が71百万円減少したこと等による
ものであります。 

  

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615百万円減少し、11,373百
万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が189百万円増加した一方で、流動負債その他に含
まれる未払金が77百万円、未払消費税等が47百万円、リース債務が133百万円、固定負債その他に含まれ
る預り保証金が35百万円、リース債務が282百万円減少したこと等によるものであります。 

  

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391百万円減少し、2,256百
万円となりました。これは、主として利益剰余金424百万円の減少によるものであります。 

  

当社は平成22年６月期の連結業績予想について、前連結会計年度において、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したこと、並びに製造請負事業においては、主要取引先である製造業
界において、市場全体としては未だ不透明感の残る状況であ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が継続していること、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、財務体質の改善を引続き継続すること等から通期連結業績予想の発表を
控えておりました。 
 当第３四半期連結会計期間において、平成22年６月期業績予想の算出が可能となったため、前述のとお
り開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産

(2) 負債

(3) 純資産

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 708,060 702,997

受取手形及び売掛金 983,547 1,304,997

リース投資資産 130,674 232,939

商品及び製品 6,609 4,856

仕掛品 － 4,730

原材料及び貯蔵品 14,337 17,922

その他 911,978 1,025,412

貸倒引当金 △207,787 △209,791

流動資産合計 2,547,421 3,084,064

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,901,207 3,916,065

減価償却累計額 △417,706 △320,890

建物及び構築物（純額） 3,483,500 3,595,174

その他 3,780,719 3,654,457

減価償却累計額 △482,478 △367,813

その他（純額） 3,298,241 3,286,644

有形固定資産合計 6,781,741 6,881,818

無形固定資産   

のれん 1,376,188 1,443,969

その他 150,515 196,465

無形固定資産合計 1,526,704 1,640,434

投資その他の資産   

その他 3,951,663 4,237,621

貸倒引当金 △1,203,986 △1,220,092

投資その他の資産合計 2,747,677 3,017,529

固定資産合計 11,056,123 11,539,783

繰延資産 18,982 13,601

資産合計 13,622,527 14,637,448
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 636,683 447,374

短期借入金 5,018,984 4,459,864

賞与引当金 1,787 3,604

その他 498,027 902,862

流動負債合計 6,155,483 5,813,705

固定負債   

社債 － 708,500

長期借入金 4,023,541 3,962,111

その他 1,187,014 1,504,722

固定負債合計 5,210,555 6,175,333

負債合計 11,366,039 11,989,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,766,841 2,752,950

資本剰余金 2,890,205 2,876,313

利益剰余金 △3,375,630 △2,950,790

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 2,253,344 2,650,401

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,249 △1,991

評価・換算差額等合計 △3,249 △1,991

新株予約権 6,392 －

純資産合計 2,256,487 2,648,409

負債純資産合計 13,622,527 14,637,448
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(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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 13,975,842 7,161,867

売上原価 11,984,745 6,187,839

売上総利益 1,991,096 974,028

販売費及び一般管理費 2,512,692 1,087,942

営業損失（△） △521,595 △113,913

営業外収益   

受取利息 12,813 4,113

受取配当金 63 －

受取賃貸料 20,814 8,886

持分法による投資利益 628 707

その他 32,304 10,406

営業外収益合計 66,625 24,113

営業外費用   

支払利息 232,689 191,745

支払手数料 10,057 955

その他 39,521 25,394

営業外費用合計 282,267 218,094

経常損失（△） △737,237 △307,895

特別利益   

預り保証金解約益 － 13,142

関係会社株式売却益 802,028 26,170

新株予約権戻入益 30,372 －

受取和解金 19,981 －

その他 10,531 251

特別利益合計 862,915 39,565

特別損失   

賃貸借契約解約損 － 26,486

固定資産除却損 2,035 17,545

投資有価証券売却損 131,641 1,200

契約解除損失 217,218 －

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 69,686

特別損失合計 1,205,797 114,918

税金等調整前四半期純損失（△） △1,080,119 △383,248

法人税等 △35,506 42,144

少数株主損失（△） △16,777 △553

四半期純損失（△） △1,027,835 △424,839

ワールド・ロジ株式会社（9378）平成22年６月期第３四半期決算短信

7



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,706,974 2,152,895

売上原価 2,177,292 1,895,810

売上総利益 529,681 257,084

販売費及び一般管理費 768,991 319,380

営業損失（△） △239,309 △62,296

営業外収益   

受取利息 3,559 1,913

受取配当金 37 －

受取賃貸料 － 2,857

助成金収入 － 2,696

持分法による投資利益 － 130

その他 19,293 896

営業外収益合計 22,890 8,494

営業外費用   

支払利息 77,082 63,094

支払手数料 250 327

持分法による投資損失 19 －

その他 9,228 9,680

営業外費用合計 86,580 73,102

経常損失（△） △302,999 △126,903

特別利益   

関係会社株式売却益 802,028 －

その他 120,595 －

特別利益合計 922,624 －

特別損失   

固定資産除却損 215 590

賃貸借契約解約損 61,038 －

その他 41,981 31,352

特別損失合計 103,235 31,942

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

516,388 △158,846

法人税等 △74,246 40,613

少数株主利益又は少数株主損失（△） 624 △16

四半期純利益又は四半期純損失（△） 590,011 △199,443
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22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 △383,248

減価償却費 459,737 375,357

のれん償却額 140,678 67,781

貸倒引当金の増減額（△は減少） 273,040 △19,860

賞与引当金の増減額（△は減少） 776 △1,766

受取利息及び受取配当金 △12,885 △4,113

支払利息 232,689 191,745

持分法による投資損益（△は益） △628 △707

固定資産除却損 2,035 17,545

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 1,200

預り保証金解約益 － △13,142

賃貸借契約解約損 － 26,486

関係会社株式売却損益（△は益） △519,403 △26,170

契約解除損失 217,218 －

売上債権の増減額（△は増加） △955,909 308,103

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） 575,894 190,132

その他 1,035,844 25,313

小計 513,546 754,655

利息及び配当金の受取額 1,987 3,772

利息の支払額 △224,382 △198,090

法人税等の支払額 127,684 25,512

営業活動によるキャッシュ・フロー 418,835 585,850

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 10,038 250,000

定期預金の預入による支出 △650,000 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △571,714 △369,518

無形固定資産の取得による支出 △43,980 －

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 142,590 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

2,258,933 76,039

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 △13,532

貸付けによる支出 － △70,000

貸付金の回収による収入 28,589 35,226

差入保証金の回収による収入 － 96,746
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

その他 25,365 24,656

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,020,075 25,418

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） △486,490 485,807

長期借入れによる収入 400,000 248,000

長期借入金の返済による支出 △972,768 △113,257

社債の償還による支出 △108,000 △817,500

リース債務の返済による支出 △324,741 △176,548

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 27,310

新株予約権発行による支出 － △12,858

配当金の支払額 △26,952 －

自己株式の売却による収入 48,879 －

その他 － △158

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,470,074 △359,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,163 252,063

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 888,715 505,060
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該当事項はありません。 

  

 
(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……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 

  

(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】

前第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 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

5,251,582 287,952 1,160,493 279,485 1,094,988

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

243,900 22,301 50 － 7,647

計 5,495,483 310,254 1,160,543 279,485 1,102,635

営業利益又は営業損失(△) 87,320 90,741 250,222 △ 39,489 △ 32,037

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

4,718,234 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

572,260 5,523 851,684 (851,684) －

計 5,290,494 1,188,628 14,827,526 (851,684) 13,975,842

営業利益又は営業損失(△) 180,128 10,081 546,966 (1,068,562) △ 521,595
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 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31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) 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 事業区分の方法の変更 

 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３四半期

連結累計期間では、その他事業に含めて表示しております。この結果、従来の方法と比較して、当第３四半

期連結累計期間のその他事業の売上高は、359,876千円（コンサルティング事業：67,564千円、人材アウト

ソーシング事業：292,311千円）増加し、営業利益は8,541千円（コンサルティング事業：4,098千円の営業

損失、人材アウトソーシング事業：4,443千円の営業損失）減少しております。 

  

前第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)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年７月１日 至 平成22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該当事項はありません。 

  

前第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)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31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。 

  

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

5,027,953 248,614 796,870 1,088,430 7,161,867

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

－ 25,650 719 2,663 29,034

計 5,027,953 274,265 797,590 1,091,093 7,190,902

営業利益又は営業損失(△) 244,755 53,573 116,660 △ 30,936 384,052

消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

－ 7,161,867

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

(29,034) －

計 (29,034) 7,161,867

営業利益又は営業損失(△) (497,966) △ 113,913

【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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