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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23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 ％

23年6月期第3四半期 5,058 △29.4 △283 ― △435 ― △559 ―
22年6月期第3四半期 7,161 △48.8 △113 ― △307 ― △424 ―

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3四半期 △8,607.96 ―
22年6月期第3四半期 △7,070.89 ―

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3四半期 9,721 617 6.3 9,377.07
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3四半期  611百万円 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 ―
23年6月期 ― 0.00 ―
23年6月期 

（予想） 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】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

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3Q 65,498株 22年6月期  64,698株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  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3Q 64,993株 22年6月期3Q 60,082株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出、設備投資が緩やかに回復に向かい、持ち直

しの兆しがみられたものの、原油価格の上昇や依然厳しい雇用情勢等、厳しい状況が続いております。

また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、景気が急速に落ち込むことが懸念さ

れております。 

物流・流通業界においては、国内貨物需要は回復の兆しがみられたものの、期後半にはブレーキがか

かり、足踏み状態となりました。 

 また、原油価格が上昇する中で、顧客企業における物流費削減の動きに同業者間の競争が加わり、運

賃値下げ圧力が強まる等、厳しい経営環境が続きました。 

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３四半期連結累計期間における売上高は5,058百万円（前年同期比29.4％減）、営業

損失は283百万円（前年同期113百万円の営業損失）、経常損失は435百万円（前年同期307百万円の経常

損失）、四半期純損失は559百万円（前年同期424百万円の四半期純損失）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3,613百万円

（前年同期比28.1％減）、営業利益54百万円（前年同期比77.7％減）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777百万円（前年同期比6.7％増）、営業利益24百万円（前年

同期22百万円の営業損失）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650百万円（前年同期比18.3％減）、営業利益53百万円（前年同期比53.8％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ＶＷＬＨＯＬＤＩＮ

ＧＳ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16百万円（前年同期比93.3％減）、営業利益14百万円（前年同期比73.4％減）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は9,721百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,162

百万円減少しました。主な要因は、現金及び預金が194百万円、投資その他の資産のその他が725百万

円減少したことによるものであります。 

負債は9,103百万円となり、前連結会計年度末と比べ609百万円減少しました。主な要因は、支払手

形及び買掛金が137百万円、流動負債のその他が274百万円減少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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純資産は617百万円となり、前連結会計年度末と比べ552百万円減少しました。主な要因は、四半期

純損失を559百万円計上したことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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112百万円

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202百万円となりました。これは売上債権の減少67百万円、減価償却

費287百万円、のれん償却額64百万円等の資金増加要因があったものの、税金等調整前四半期純損失529

百万円、仕入債務の減少137百万円等の資金減少要因があったこと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19百万円となりました。これは出資金の回収による収入198百万円等

の資金増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出70百万円、短期貸付金の増加131百万

円等の資金減少要因があったこと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12百万円となりました。これは、長期借入れによる収入50百万円、預

り金の受入による収入180百万円等の資金増加要因があったものの、短期借入金の減少21百万円、長期

借入金の返済による支出63百万円、リース債務の返済による支出164百万円等の資金減少要因があった

ことによるものであります。 

  

今後のわが国経済は、東日本大震災による影響が様々な形で顕在化する可能性があり、先行き不透明

な状況となっております。 

当社グループは、今回の震災で直接的な被害は受けておりませんが、当社グループの顧客、取引先に

おきましては、被災された企業もあり、今後の事業活動への影響が見込まれるものの、一方で一部に震

災復興のための需要が見込まれ、今回の震災による今後の当社グループの業績に与える影響が不確定で

あります。 

現在のところ平成22年８月13日に発表した平成23年６月期連結業績予想を変更しておりませんが、今

後、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響が見込まれる場合は速やかに公表いたします。 

当社グループといたしましては、このような厳しい事業環境のなか、３ＰＬ事業を主軸に一層の顧客

開拓の強化に努め、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。 

※上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今

後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

(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３四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1,745千円、税金等調整前四半期純損失は8,411千円

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３四半期連結会計期間末
(平成23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22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 323,760 517,896

受取手形及び売掛金 849,797 887,390

リース投資資産 61,259 118,863

商品及び製品 5,680 4,965

原材料及び貯蔵品 12,503 14,326

その他 704,547 601,542

貸倒引当金 △223,854 △215,564

流動資産合計 1,733,694 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 △547,837 △452,098

建物及び構築物（純額） 3,395,231 3,458,362

建設仮勘定 1,034,813 1,034,813

その他 2,143,864 2,104,652

減価償却累計額 △651,300 △527,738

その他（純額） 1,492,564 1,576,914

有形固定資産合計 5,922,609 6,070,090

無形固定資産   

のれん 1,202,280 1,266,430

その他 86,321 135,859

無形固定資産合計 1,288,602 1,402,290

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,161,290 1,161,505

その他 766,469 1,491,769

貸倒引当金 △1,163,576 △1,189,241

投資その他の資産合計 764,183 1,464,033

固定資産合計 7,975,395 8,936,414

繰延資産 12,199 17,184

資産合計 9,721,289 10,883,019
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 464,228 602,061

短期借入金 7,113,456 5,642,359

賞与引当金 1,239 3,575

その他 552,255 826,379

流動負債合計 8,131,180 7,074,377

固定負債   

長期借入金 147,696 1,698,889

その他 824,824 939,587

固定負債合計 972,520 2,638,476

負債合計 9,103,701 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 △5,037,077 △4,477,618

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 612,945 1,165,668

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,391 △1,651

評価・換算差額等合計 △1,391 △1,651

新株予約権 6,034 6,149

純資産合計 617,588 1,170,166

負債純資産合計 9,721,289 10,883,019
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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21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 7,161,867 5,058,418

売上原価 6,187,839 4,525,734

売上総利益 974,028 532,683

販売費及び一般管理費 1,087,942 815,870

営業損失（△） △113,913 △283,186

営業外収益   

受取利息 4,113 3,891

受取賃貸料 8,886 8,571

持分法による投資利益 707 795

その他 10,406 3,806

営業外収益合計 24,113 17,065

営業外費用   

支払利息 191,745 151,297

支払手数料 955 2,231

その他 25,394 15,379

営業外費用合計 218,094 168,907

経常損失（△） △307,895 △435,029

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,227

賞与引当金戻入額 － 1,018

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 39,565 2,412

特別損失   

固定資産除却損 17,545 22,476

支払報酬 － 20,000

貸倒引当金繰入額 － 6,000

賃貸借契約解約損 26,486 －

投資有価証券売却損 1,200 －

その他 69,686 48,584

特別損失合計 114,918 97,060

税金等調整前四半期純損失（△） △383,248 △529,677

法人税等 42,144 29,781

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △559,458

少数株主損失（△） △553 －

四半期純損失（△） △424,839 △559,458
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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21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23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（△） △383,248 △529,677

減価償却費 375,357 287,426

のれん償却額 67,781 64,149

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,860 7,065

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,766 △2,335

受取利息及び受取配当金 △4,113 △3,929

支払利息 191,745 151,297

持分法による投資損益（△は益） △707 △795

固定資産除却損 17,545 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 26,486 －

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） 308,103 67,408

仕入債務の増減額（△は減少） 190,132 △137,833

その他 25,313 28,303

小計 754,655 △46,443

利息及び配当金の受取額 3,772 2,674

利息の支払額 △198,090 △157,991

法人税等の支払額 25,512 △578

営業活動によるキャッシュ・フロー 585,850 △202,339

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 250,000 3,000

定期預金の預入による支出 △3,000 △4,500

有形固定資産の取得による支出 △369,518 △70,218

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 － 198,568

短期貸付金の増減額（△は増加） △13,532 △131,820

貸付金の回収による収入 35,226 19,542

貸付けによる支出 △70,000 －

差入保証金の回収による収入 96,746 －

その他 24,656 4,762

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,418 19,335

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） 485,807 △21,003

長期借入れによる収入 248,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △113,257 △63,653

社債の償還による支出 △817,500 －

リース債務の返済による支出 △176,548 △164,544

新株予約権の行使による株式の発行による収入 27,310 6,620

新株予約権発行による支出 △12,858 －

預り金の受入による収入 － 180,000

その他 △158 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △359,205 △12,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 252,063 △195,636

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 505,060 112,960
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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21年７月１日 至 平成22年３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。 
  

(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

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】
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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３四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成23年３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。 
  

   該当事項はありません。 

【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 3,613,581 777,176 650,909 16,750 5,058,418

  セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

－ 383 53,594 29,705 83,683

計 3,613,581 777,559 704,503 46,456 5,142,101

セグメント利益 54,466 24,390 53,898 14,238 146,993

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 146,993

セグメント間取引消去 △83,683

全社費用(注) △346,496

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △283,186

(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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