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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22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 ％

23年6月期第2四半期 3,322 △33.7 △305 ― △405 ― △464 ―
22年6月期第2四半期 5,008 △55.6 △51 ― △181 ― △225 ―

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

23年6月期第2四半期 △7,160.62 ―
22年6月期第2四半期 △3,793.38 ―

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

23年6月期第2四半期 9,784 712 7.2 10,826.45
22年6月期 10,883 1,170 10.7 18,069.75

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  706百万円 22年6月期  1,164百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年6月期 ― 0.00
23年6月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,541 16.2 50 ― △153 ― △196 ― △3,211.74



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
新規―社（ 社名－ ）、除外―社（ 社名－ ） 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。詳細は、添付資料３ページ「１．当四半期決算の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 詳細は、添付資料４ページ「２．その他の情報」をご覧下さい。

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） 23年6月期2Q 65,498株 22年6月期  64,698株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  280株 22年6月期  280株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 64,883株 22年6月期2Q 59,418株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府による国内景気刺激策等の

効果により景気の持ち直しの兆しがみられたものの、継続的な円高傾向やデフレの進行などにより先行

き不透明な状況が続いております。 

物流・流通業界においては、国内貨物輸送需要は引続き減少傾向にあり、依然として厳しい経営環境

にあります。 

このような環境の中、当社グループは、コア事業である３ＰＬ事業を中心に積極的な営業活動を展開

し、新規顧客開拓を推進いたしました。その一方で、経営資源の集中として、継続的な構造改善を実施

し、コスト削減に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は3,322百万円（前年同期比33.7％減）、営業

損失は305百万円（前年同期51百万円の営業損失）、経常損失は405百万円（前年同期181百万円の経常

損失）、四半期純損失は464百万円（前年同期225百万円の四半期純損失）となりました。 

報告セグメントごとの経営成績は以下のとおりであります。 

(３ＰＬ事業) 

３ＰＬ事業においては、景気低迷による消費縮小の影響を受け、既存顧客の出荷量が減少したこと、

新規物流受託を予定しておりました一部の受注時期が延期となったこと等により、売上高2,344百万円

（前年同期比32.7％減）、営業損失81百万円（前年同期219百万円の営業利益）となりました。 

(ビジネスサポート事業) 

ビジネスサポート事業においては、オフィス用品通販代理店業務ならびに物流資材販売等を中心に積

極的な新規顧客開拓を行った結果、売上高520百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益15百万円（前年

同期23百万円の営業損失）となりました。 

(リサイクル事業) 

リサイクル事業においては、リサイクル処理量及びパレットの生産枚数が減少したことにより、売上

高445百万円（前年同期比15.9％減）営業利益42百万円（前年同期比43.0％減）となりました。 

(金融事業) 

金融事業においては、前連結会計年度において、特定目的会社である一般社団法人ＶＷＬＨＯＬＤＩ

ＮＧＳ他3社を当社グループとの支配関係が解消されたことに伴い連結の範囲より除外したことによ

り、売上高は12百万円（前年同期比92.3％減）、営業利益は９百万円（前年同期比72.2％減）となりま

した。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結累計期間末における総資産は、9,784百万円となり、前連結会計年度末と比べ、

1,098百万円減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金が152百万円、投資その他の資産のその他

が687百万円減少したことによるものであります。 

負債は9,072百万円となり、前連結会計年度末と比べ、640百万円減少しました。主な要因は、支払手

形及び買掛金が98百万円、流動資産のその他が401百万円減少したことによるものであります。 

純資産は712百万円となり、前連結会計年度末と比べ458百万円減少しました。主な要因は、四半期純

損失を464百万円計上したことによるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は200百万円

となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は115百万円となりました。これは売上債権の減少188百万円、減価償却

費190百万円等の資金増加要因はあったものの、税金等調整前四半期純損失448百万円、仕入債務の減少

98百万円等の資金減少要因によるものであります。 

(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112百万円となりました。これは出資金の回収による収入191百万円が

あったこと等によるものであります。 

(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104百万円となりました。これは、リース債務の返済による支出111百

万円があったこと等によるものであります。 

  

平成23年６月期連結業績予想につきましては、事業環境は厳しいものの、３PL事業を主軸に一層の顧

客開拓の強化に努め、第３四半期以降の売上高の獲得を図ってまいります。また、販管費につきまして

は、継続的な経費削減を全社的に推進してまいります。 

以上のことから現在のところ平成22年８月13日に発表した平成23年６月期連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等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等を使用して算定しております。 

② 固定資産の減価償却算定の方法 

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 

④ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結累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、税引前四半期純利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。 

  

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ1,162千円、税金等調整前四半期純損失は7,828千円

増加しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 412,826 517,896

受取手形及び売掛金 734,615 887,390

リース投資資産 78,768 118,863

商品及び製品 5,624 4,965

原材料及び貯蔵品 12,866 14,326

その他 638,335 601,542

貸倒引当金 △221,026 △215,564

流動資産合計 1,662,010 1,929,420

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,943,068 3,910,461

減価償却累計額 △513,626 △452,098

建物及び構築物（純額） 3,429,442 3,458,362

建設仮勘定 1,034,813 1,034,813

その他 2,122,609 2,104,652

減価償却累計額 △601,394 △527,738

その他（純額） 1,521,214 1,576,914

有形固定資産合計 5,985,470 6,070,090

無形固定資産   

のれん 1,223,664 1,266,430

その他 97,535 135,859

無形固定資産合計 1,321,199 1,402,290

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,161,293 1,161,505

その他 804,197 1,491,769

貸倒引当金 △1,163,579 △1,189,241

投資その他の資産合計 801,911 1,464,033

固定資産合計 8,108,581 8,936,414

繰延資産 13,861 17,184

資産合計 9,784,452 10,883,019
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 503,441 602,061

短期借入金 7,123,010 5,642,359

賞与引当金 2,861 3,575

その他 424,409 826,379

流動負債合計 8,053,723 7,074,377

固定負債   

長期借入金 172,627 1,698,889

その他 845,988 939,587

固定負債合計 1,018,615 2,638,476

負債合計 9,072,338 9,712,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,777,365 2,773,997

資本剰余金 2,900,728 2,897,361

利益剰余金 △4,942,222 △4,477,618

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 707,799 1,165,668

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,720 △1,651

評価・換算差額等合計 △1,720 △1,651

新株予約権 6,034 6,149

純資産合計 712,114 1,170,166

負債純資産合計 9,784,452 10,883,019
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,008,972 3,322,905

売上原価 4,292,028 3,075,160

売上総利益 716,944 247,744

販売費及び一般管理費 768,815 552,916

営業損失（△） △51,870 △305,172

営業外収益   

受取利息 2,199 2,324

受取賃貸料 6,029 5,714

持分法による投資利益 576 997

その他 6,813 2,822

営業外収益合計 15,619 11,859

営業外費用   

支払利息 128,650 101,574

支払手数料 628 1,155

その他 15,713 9,049

営業外費用合計 144,992 111,779

経常損失（△） △181,244 △405,092

特別利益   

貸倒引当金戻入額 252 1,851

賞与引当金戻入額 － 1,064

関係会社株式売却益 26,170 －

預り保証金解約益 13,142 －

その他 251 166

特別利益合計 39,818 3,083

特別損失   

固定資産除却損 16,955 22,476

貸倒引当金繰入額 － 6,000

賃貸借契約解約損 25,789 －

投資有価証券売却損 1,200 －

その他 39,030 18,349

特別損失合計 82,975 46,825

税金等調整前四半期純損失（△） △224,401 △448,834

法人税等 1,530 15,769

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △464,603

少数株主損失（△） △537 －

四半期純損失（△） △225,395 △464,603
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,458,597 1,621,540

売上原価 2,104,256 1,500,157

売上総利益 354,340 121,382

販売費及び一般管理費 366,154 265,997

営業損失（△） △11,813 △144,614

営業外収益   

受取利息 1,141 1,177

受取賃貸料 3,172 2,857

持分法による投資利益 767 408

その他 4,489 729

営業外収益合計 9,570 5,172

営業外費用   

支払利息 64,084 50,746

支払手数料 327 327

その他 9,434 5,090

営業外費用合計 73,846 56,164

経常損失（△） △76,090 △195,607

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,011

関係会社株式売却益 26,170 －

その他 201 －

特別利益合計 26,372 2,011

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 6,000

固定資産除却損 15,671 －

その他 35,163 4,818

特別損失合計 50,834 10,818

税金等調整前四半期純損失（△） △100,552 △204,414

法人税等 1,430 1,132

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △205,547

少数株主損失（△） △148 －

四半期純損失（△） △101,834 △205,547
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22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（△） △224,401 △448,834

減価償却費 251,164 190,736

のれん償却額 45,187 42,766

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,003 4,238

賞与引当金の増減額（△は減少） 89 △714

受取利息及び受取配当金 △2,199 △2,361

支払利息 128,650 101,574

持分法による投資損益（△は益） △576 △997

固定資産除却損 16,955 22,476

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 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） △26,170 －

売上債権の増減額（△は増加） 277,553 188,903

仕入債務の増減額（△は減少） 265,247 △98,620

その他 71,124 △8,181

小計 814,467 △9,014

利息及び配当金の受取額 2,134 1,735

利息の支払額 △103,900 △107,801

法人税等の支払額 25,504 △535

営業活動によるキャッシュ・フロー 738,206 △115,615

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 54,500 －

定期預金の預入による支出 △3,000 △2,800

有形固定資産の取得による支出 △347,377 △46,327

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 49,800 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

76,039 －

出資金の回収による収入 － 191,912

短期貸付金の増減額（△は増加） 33,723 △49,558

貸付金の回収による収入 23,302 13,557

貸付けによる支出 △68,000 －

その他 51,321 5,582

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,690 112,365

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） △79,500 △11,449

長期借入れによる収入 198,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △92,989 △38,722

社債の償還による支出 △54,500 －

リース債務の返済による支出 △119,196 △111,042

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 6,620

その他 △158 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △148,344 △104,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 409,170 △107,870

現金及び現金同等物の期首残高 252,997 308,596

現金及び現金同等物の四半期末残高 662,168 200,726
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12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 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

3,481,865 165,947 529,639 831,520 5,008,972

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 8,326 ─ 2,663 10,990

計 3,481,865 174,274 529,639 834,183 5,019,963

営業利益又は営業損失(△) 219,053 34,912 74,482 △29,690 298,757

消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

─ 5,008,972

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

(10,990) ─

計 (10,990) 5,008,972

営業利益又は営業損失(△) (350,627) △51,870

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。  

 当社グループは、高品質・高効率な物流センターでの運営業務、効率的な貨物輸送の手配等のノンアセ

ット型物流事業を中心とし、３ＰＬ事業、ビジネスサポート事業、リサイクル事業及び金融事業を展開し

ております。 

 「３ＰＬ事業」は、物流センター内の運営業務、貨物輸送、倉庫業、メーカー物流の製造請負等を主な

サービスとしております。 

 「ビジネスサポート事業」は、物流資材の調達・販売、オフィス用品通販代理店事業を主なサービスと

しております。 

 「リサイクル事業」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・販売を主なサービスとしております。 

 「金融事業」は、倉庫設備やトラック等の物流資産を中心としてリーシング事業等を主なサービスとし

ております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年12月31日) 

 
３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント
合計

３ＰＬ
ビジネス
サポート

リサイクル 金融

売上高

  外部顧客への売上高 2,344,059 520,778 445,241 12,825 3,322,905

  セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

－ 383 35,149 17,059 52,592

計 2,344,059 521,161 480,391 29,885 3,375,497

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

△81,192 15,376 42,489 9,714 △13,611

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △13,611

セグメント間取引消去 △52,592

全社費用(注) △238,967

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △305,172
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   該当事項はありません。 

  

(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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