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1.  平成23年6月期の連結業績（平成22年7月1日～平成23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 ％

23年6月期 6,592 △27.4 △444 ― △651 ― △867 ―
22年6月期 9,074 △44.7 △280 ― △541 ― △1,527 ―

（注）包括利益 23年6月期 △867百万円 （―％） 22年6月期 △1,526百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年6月期 △13,334.55 ― △118.2 △6.3 △6.7
22年6月期 △25,025.70 ― △80.1 △4.2 △3.1

（参考） 持分法投資損益 23年6月期  ―百万円 22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

23年6月期 9,659 304 3.1 4,656.72
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  303百万円 22年6月期  1,164百万円

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

23年6月期 △206 △63 166 204
22年6月期 510 104 △364 308

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年6月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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(累計) 3,800 14.4 △120 ― △230 ― △231 ― △3,551.28
通期 9,200 39.6 40 ― △175 ― △180 ― △2,767.23



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期 65,498 株 22年6月期 64,698 株
② 期末自己株式数 23年6月期 280 株 22年6月期 280 株
③ 期中平均株式数 23年6月期 65,047 株 22年6月期 61,026 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年6月期の個別業績（平成22年7月1日～平成23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 ％

23年6月期 4,720 △26.3 △577 ― △674 ― △824 ―
22年6月期 6,402 3.0 △634 ― △741 ― △1,687 ―

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

23年6月期 △12,675.94 ―
22年6月期 △27,645.92 ―

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 6,165 1,204 19.5 18,457.99
22年6月期 7,342 2,027 27.5 31,377.39

（参考） 自己資本 23年6月期  1,203百万円 22年6月期  2,021百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表等の監査
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２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。  
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当連結会計年度におけるわが国の経済は、円高やデフレの進行、厳しい雇用環境など懸念材料があっ

たものの、アジアを中心とした新興国の経済成長を背景に緩やかな回復基調にありました。しかしなが

ら、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、サプライチェーンの寸断、電力不足の影響によ

り企業の生産活動や、個人消費が急激に落ち込むなど厳しい環境が続いております。 

物流・流通業界においても、電力不足による企業の生産活動収縮や設備投資マインドの低下及び自粛

ムードの高まりによる個人消費の低迷等によって物量が減少したことに加え、原油をはじめとする原材

料価格は高止まり傾向にある等、物流業界を取り巻く環境は厳しい状況にありました。 

このような環境のなか、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するとともに、継続的な構造改善とコスト削減に取組んだものの、東日本大

震災や電力不足の影響により、既存顧客の受注額が減少し、新規顧客開拓が鈍化するなど、極めて厳し

い事業環境にて推移しました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、6,592百万円（前期比27.4％減）、営業損失は444百万円（前

期は営業損失280百万円）、経常損失は651百万円（前期は経常損失541百万円）、当期純損失は867百万

円（前期は当期純損失1,527百万円）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

３ＰＬ事業においては、東日本大震災の影響により、当社の製造請負先である大手メーカー複数社に

おきまして、部材調達の困難性が生じたこと等による大幅な減産が行われたことにより、受注額が減少

いたしました。加えて、予定しておりました新規顧客向けの物流受託の一部において、昨今の経済環境

や東日本大震災による影響等によりの受注時期が延期となったこと等により、売上高4,678百万円（前

期比27.5%減）、営業損失12百万円（前期は営業利益188百万円）となりました。 

  

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21百万円（前期比91.8％減）、営業利益18百万円（前期比68.8％減）となりました。 

  

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848百万円（前期比18.2％減）営業利益66百万円（前期比52.5％減）となりました。 

  

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1,044百万円（前期比8.1％増）、営業利益32百万円（前期は

営業損失21百万円）となりました。 

  

次期におけるわが国経済は、甚大な被害をもたらした東日本大震災の影響により先行き不透明な状況

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

(３ＰＬ事業)

(金融事業)

(リサイクル事業)

(ビジネスサポート事業)

② 次期見通し
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が続くことが予想されます。 

 物流・流通業界においても、電力不足の影響による企業生産活動の制限や個人消費の低迷等を受け国

内貨物輸送需要は減少傾向にあり、当社グループを取り巻く環境は依然として厳しいことが予想されま

す。 

 このような経営環境のなか、次期見通しにつきましては、３ＰＬ事業を引き続きコア事業と位置づ

け、経営資源を集中してまいります。さらに、従来の営業活動に加え「新規顧客開拓」、「新規分野の

開拓」、「新商品開発」等の施策を実施することで収益力の改善を目指します。 

次期の業績予想につきましては、売上高9,200百万円、営業利益40百万円、経常損失175百万円、当期純

損失180百万円の見込みであります。 

  

当連結会計年度における総資産は9,659百万円となり、前連結会計年度と比較し1,223百万円減少し

ました。これは主に、現金及び預金が100百万円、受取手形及び売掛金が145百万円減少したこと、並

びに匿名組合出資金の清算や減価償却等により固定資産が763百万円減少したことによるものであり

ます。 

当連結会計年度における負債は9,355百万円となり、前連結会計年度と比較し357百万円減少しまし

た。これは主に、匿名組合出資金の清算により匿名組合出資清算損失引当金が323百万円減少したこ

とによるものであります。 

当連結会計年度における純資産は304百万円となり、前連結会計年度と比較し866百万円減少しまし

た。これは主に、当期純損失を867百万円計上したことによるものであります。 

当連結会計年度の営業活動の結果使用した資金は、206百万円（前期は510百万円の収入）となりまし

た。これは、減価償却費が379百万円、のれん償却額が85百万円、貸倒引当金の増加額が54百万円、売

上債権の減少額が190百万円等の資金増加要因があったものの、税金等調整前当期純損失が832百万円、

仕入債務の減少額が102百万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。 

当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は、63百万円（前期は104百万円の収入）となりまし

た。これは出資金の回収による収入198百万円、長期貸付金の回収による収入25百万円等の資金増加要

因があったものの、有形固定資産の取得による支出89百万円、長期貸付けによる支出191百万円等の資

金減少要因があったことによるものであります。 

当連結会計年度の財務活動の結果得られた資金は、166百万円（前期は364百万円の支出）となりまし

た。これは、長期借入れによる収入223百万円、預り金の受入による収入310百万円等の資金増加要因が

あったものの、短期借入金の純減額29百万円、長期借入金の返済による支出125百万円、リース債務の

返済による支出212百万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。 

（２）財政状態に関する分析

(資産)

(負債)

(純資産)

(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)
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平成22年６月期決算短信（平成22年８月13日付）により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のURLからご覧頂くことができます。 

（当社ホームページ） 

http://world-logi.co.jp/ir/kessan.html 

  

平成22年６月期決算短信（平成22年８月13日付）により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のURLからご覧頂くことができます。 

（当社ホームページ） 

http://world-logi.co.jp/ir/kessan.html 

  

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、資材調達や物流に係る金

融機能などの物流周辺サポートを活用し、顧客へ高付加価値サービスを提供できるよう、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

現に努めております。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行います。 

② 効率化に対する領域の拡大 

景気動向は依然先行きが不透明であることから、クライアントの「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。具体的には、単なる物流コンサル

ティングではなく、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 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資本提携や業務提携な

２．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

ワールド・ロジ㈱（9378)平成23年６月期決算短信

4



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、安定した収益基盤及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。現在、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、収益基盤の回復及び財務の強化を目指し、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及びコンプライアンスの強化につきまし

ては、引き続き内部管理体制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。 

当社グループは３ＰＬ事業に経営資源を集中していくに当たり、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および中途採用により充実させてまいりま

す。 

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、事業の統廃合を行いました。今後も継続的に、重複

している機能の統廃合はもちろん、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。 

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徹底とコンプライ

アンスの強化を進めてまいります。 

当連結会計年度において、当期純損失867百万円を計上したことにより純資産が減少し304百万円とな

り、加えて自己資本は303百万円、自己資本比率は3.1％となりました。 

当社グループは、財務基盤の強化と健全性の確保を喫緊の経営課題と認識し、その課題を払拭すべく新

規顧客獲得による収益力の回復に努めるとともに、今後の資本政策を検討・推進し、資金調達手段の多

様化を図ることで財務基盤の強化と健全性の確保に努めてまいります。 

当社グループは３ＰＬ事業に関する新たなサービスとして、通販事業者を対象に、通販サイトの運営

から庫内管理までを一貫して請負うサービスを顧客に展開しております。従来の物流・流通・製造に関

する請負業務に加え、新たな３ＰＬサービスの分野にて積極的な営業活動を行ってまいります。 

（４）会社の対処すべき課題

① 人材の確保と育成

② 事業の選択と集中

③ 管理体制の充実・強化

④ 財務基盤の強化と健全性の確保

⑤ 新規顧客の開拓と新サービスの提供
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３．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22年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 517,896 417,458

受取手形及び売掛金 887,390 742,195

リース投資資産 118,863 44,193

商品及び製品 4,965 5,206

原材料及び貯蔵品 14,326 13,201

その他 601,542 563,337

貸倒引当金 △215,564 △299,740

流動資産合計 1,929,420 1,485,852

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,910,461 3,943,595

減価償却累計額 △452,098 △580,206

建物及び構築物（純額） 3,458,362 3,363,388

機械装置及び運搬具 469,441 562,133

減価償却累計額 △115,640 △179,182

機械装置及び運搬具（純額） 353,801 382,950

土地 329,170 329,170

リース資産 1,222,179 1,197,219

減価償却累計額 △358,432 △449,975

リース資産（純額） 863,747 747,244

建設仮勘定 1,034,813 1,034,813

その他 83,860 108,069

減価償却累計額 △53,665 △52,960

その他（純額） 30,195 55,108

有形固定資産合計 6,070,090 5,912,677

無形固定資産   

のれん 1,266,430 1,180,897

その他 135,859 79,947

無形固定資産合計 1,402,290 1,260,845

投資その他の資産   

長期貸付金 451,385 650,679

繰延税金資産 26,736 －

匿名組合出資金 600,000 －

破産更生債権等 1,161,505 －

その他 413,647 355,156

貸倒引当金 △1,189,241 △6,367

投資その他の資産合計 1,464,033 999,468

固定資産合計 8,936,414 8,172,991

繰延資産   

繰延資産合計 17,184 605

資産合計 10,883,019 9,659,448
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 602,061 499,724

短期借入金 5,353,735 6,809,555

1年内返済予定の長期借入金 288,624 318,424

リース債務 201,681 148,225

賞与引当金 3,575 2,101

匿名組合出資清算損失引当金 323,651 －

その他 301,046 480,096

流動負債合計 7,074,377 8,258,127

固定負債   

長期借入金 1,698,889 236,065

リース債務 818,765 654,665

その他 120,821 206,574

固定負債合計 2,638,476 1,097,304

負債合計 9,712,853 9,355,432

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,773,997 2,777,365

資本剰余金 2,897,361 2,900,728

利益剰余金 △4,477,618 △5,344,991

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 1,165,668 305,031

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,651 △1,329

その他の包括利益累計額合計 △1,651 △1,329

新株予約権 6,149 314

純資産合計 1,170,166 304,016

負債純資産合計 10,883,019 9,659,448
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 9,074,943 6,592,286

売上原価 7,979,827 5,973,331

売上総利益 1,095,115 618,954

販売費及び一般管理費 1,375,463 1,063,430

営業損失（△） △280,347 △444,476

営業外収益   

受取利息 5,412 5,744

受取配当金 95 235

受取賃貸料 11,743 11,428

持分法による投資利益 1,160 456

その他 12,099 8,392

営業外収益合計 30,512 26,257

営業外費用   

支払利息 242,233 200,242

支払手数料 2,863 －

貸倒引当金繰入額 3,865 －

その他 42,802 33,524

営業外費用合計 291,764 233,766

経常損失（△） △541,599 △651,985

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 36,973

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 7,287

特別利益合計 39,565 45,278

特別損失   

固定資産除却損 19,010 28,037

支払報酬 － 20,000

リース解約弁済金 － 18,158

貸倒引当金繰入額 20,298 91,000

のれん償却額 93,817 －

匿名組合出資清算損失 503,192 －

その他 345,669 68,572

特別損失合計 981,988 225,769

税金等調整前当期純損失（△） △1,484,021 △832,476

法人税、住民税及び事業税 3,444 12,482

法人税等調整額 39,771 22,413

法人税等合計 43,215 34,896

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △867,372

当期純損失（△） △1,527,237 △867,372
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △867,372

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 322

その他の包括利益合計 － 322

包括利益 － △867,050

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △867,050

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,752,950 2,773,997

当期変動額   

新株の発行 21,047 3,367

当期変動額合計 21,047 3,367

当期末残高 2,773,997 2,777,365

資本剰余金   

前期末残高 2,876,313 2,897,361

当期変動額   

新株の発行 21,047 3,367

当期変動額合計 21,047 3,367

当期末残高 2,897,361 2,900,728

利益剰余金   

前期末残高 △2,950,790 △4,477,618

当期変動額   

連結範囲の変動 409 －

当期純損失（△） △1,527,237 △867,372

当期変動額合計 △1,526,827 △867,372

当期末残高 △4,477,618 △5,344,991

自己株式   

前期末残高 △28,071 △28,071

当期末残高 △28,071 △28,071

株主資本合計   

前期末残高 2,650,401 1,165,668

当期変動額   

新株の発行 42,095 6,735

連結範囲の変動 409 －

当期純損失（△） △1,527,237 △867,372

当期変動額合計 △1,484,732 △860,637

当期末残高 1,165,668 305,031

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,991 △1,651

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 340 322

当期変動額合計 340 322

当期末残高 △1,651 △1,329

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △1,991 △1,651

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 340 322

当期変動額合計 340 322

当期末残高 △1,651 △1,329
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

新株予約権   

前期末残高 － 6,149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,149 △5,834

当期変動額合計 6,149 △5,834

当期末残高 6,149 314

純資産合計   

前期末残高 2,648,409 1,170,166

当期変動額   

新株の発行 42,095 6,735

連結範囲の変動 409 －

当期純損失（△） △1,527,237 △867,372

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,489 △5,512

当期変動額合計 △1,478,243 △866,150

当期末残高 1,170,166 304,016

ワールド・ロジ㈱（9378)平成23年６月期決算短信

11



（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21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23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損失（△） △1,484,021 △832,476

減価償却費 473,946 379,155

のれん償却額 184,192 85,532

持分法による投資損益（△は益） △1,160 △456

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,840 54,449

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 △1,474

受取利息及び受取配当金 △5,508 △5,979

支払利息 242,233 200,242

関係会社株式売却損益（△は益） △26,170 －

固定資産除却損 19,010 28,037

匿名組合出資清算損失 503,192 －

預り保証金解約益 △13,142 －

売上債権の増減額（△は増加） 382,155 190,983

仕入債務の増減額（△は減少） 156,257 △102,263

未払金の増減額（△は減少） △89,186 －

未払又は未収消費税等の増減額 70,174 －

その他 341,564 △7,083

小計 726,716 △11,333

利息及び配当金の受取額 7,908 9,065

利息の支払額 △245,663 △204,120

法人税等の還付額 21,254 －

法人税等の支払額 － △574

営業活動によるキャッシュ・フロー 510,216 △206,964

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 △9,300 △6,500

定期預金の払戻による収入 250,000 3,000

有形固定資産の取得による支出 △393,604 △89,177

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

短期貸付金の純増減額（△は増加） △12,836 △97

長期貸付けによる支出 △70,000 △191,600

長期貸付金の回収による収入 47,003 25,535

差入保証金の回収による収入 135,524 －

その他 82,854 △2,840

投資活動によるキャッシュ・フロー 104,479 △63,111
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６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） 485,807 △29,180

長期借入れによる収入 298,000 223,000

長期借入金の返済による支出 △125,834 △125,584

リース債務の返済による支出 △232,972 △212,940

社債の償還による支出 △817,500 －

預り金の受入による収入 － 310,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 41,380 6,620

新株予約権発行による支出 △12,858 －

自己新株予約権の取得による支出 － △5,720

配当金の支払額 △203 －

その他 － △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △364,182 166,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250,513 △103,937

現金及び現金同等物の期首残高 252,997 308,596

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △194,914 －

現金及び現金同等物の期末残高 308,596 204,658
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該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（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21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23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   ６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 

㈱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 

 

(イ)連結子会社の数   ６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 

㈱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

 ㈱日本アシストは、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、当該(新)

日本アシストの全株式を売却してお

ります。 

また、一般社団法人VWLHOLDINGS、

㈲ＶＷＬ、㈲ＶＷＬ瀬戸及び㈲ＶＷ

Ｌ瀬戸２（以下SPC等）について

は、資本的・人的・取引関係のない

アセットマネジメント会社と投資一

任契約を締結したことなどにより支

配関係が解消されたため、平成22年

４月１日より当該SPC等は連結の範

囲から除外しております。なお、

SPCが投資一任契約を締結しており

ましたアセットマネジメント会社よ

り、当該SPCの目的物件を譲渡する

旨の報告を受け、匿名組合契約は終

了することとなりました。

(ロ)主要な非連結子会社の名称等

  一般社団法人 UWPHOLDINGS

  ㈲ＵＷＰ

  連結の範囲から除いた理由

非連結子会社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

  一般社団法人 UWPHOLDINGS

  ㈲ＵＷＰ

  連結の範囲から除いた理由

非連結子会社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。 

なお、一般社団法人 UWPHOLDINGS

及び㈲ＵＷＰは当連結会計年度に

おいて清算結了しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23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㈱ 

 なお、ＧＦＷインターナショナル㈱

は当連結会計年度において清算結了し

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

  一般社団法人 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

  一般社団法人 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。

なお、一般社団法人 UWPHOLDINGS

及び㈲ＵＷＰは当連結会計年度に

おいて清算結了しております。

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、㈱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
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

(ロ)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）  

  

貯蔵品 

 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）

(ロ)たな卸資産 

商品 

 同左 

  

 

  

原材料 

 同左 

  

 

  

貯蔵品 

 同左

 (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   ２～50年

 機械装置及び運搬具 ２～17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

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

 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

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

 (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

(ハ)匿名組合出資清算損失引当金

匿名組合出資金の清算に係る損失

に備えるため、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。

  ―――――――――

 (4) のれんの償却方法及び

償却期間

   ――――――――――  20年間で均等償却しております。

 (5) 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、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資でありま

す。

 (6) 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。

  新株予約権発行費は３年で均等償

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。

  ――――――――――

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。

  ――――――――――

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。

  ――――――――――
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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

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

       ――――――――――― （資産除去債務に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業損失及び経常損失

はそれぞれ2,327千円、税金等調整前当期純損失は8,993

千円増加しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

（連結貸借対照表） 

 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「機械装置及び運搬具」「減

価償却累計額」「機械装置及び運搬具（純額）」（前連

結会計年度はそれぞれ109,738千円、△10,403千円、

99,335千円）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。

（連結貸借対照表） 

 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「繰延税金資産」（当連結会計年度13千

円）は資産総額の100分の１以下となったため、また、

「破産更生債権等」（当連結会計年度377千円）は資産

総額の100分の５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。

（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

資有価証券売却損」(当連結会計年度2,165千円)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「賃

貸借契約解約損」(当連結会計年度26,486千円)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「支

払手数料」(当連結会計年度3,328千円)は、営業外費用

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。 

  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「投

資有価証券売却損益（△は益）」(当連結会計年度2,165

千円)及び「たな卸資産の増減額（△は増加）」(当連結

会計年度5,221千円)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した「定期

預金の払戻による収入」(前連結会計年度10,038千円)及

び「差入保証金の回収による収入」（前連結会計年度

115,506千円）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。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前連結会計年度において区分掲記しておりました「未

払金の増減額（△は減少）」(当連結会計年度△76,101

千円)及び「未払又は未収消費税等の増減額」(当連結会

計年度△9,101千円)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「配

当金の支払額」(当連結会計年度△58千円)は、金額的重

要性が乏しいため当連結会計年度より財務活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

す。
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前連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22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……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) ビジネスサポート事業……オフィス用品通販代理店、物流資材の販売等 
(5) その他事業……コンサルティング事業、人材アウトソーシング事業 

３ 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、638,144千円であります。 

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、690,977千円であります。 

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 事業区分の方法の変更 
   前連結会計年度において、「その他事業」に含めて表示しておりました「ビジネスサポート事業」（前連

結会計年度：外部顧客に対する売上高1,154,640千円、セグメント間の内部売上高8,225千円、営業費用
1,173,995千円、営業損失△11,129千円、資産168,842千円、減価償却費2,060千円、資本的支出387千円）に
ついては、売上割合が増加しており今後もこの傾向が予想されるため、当連結会計年度より区分表示してお
ります。 
 また、前連結会計年度において区分表示しておりました「コンサルティング事業」（当連結会計年度：外
部顧客に対する売上高68,364千円、営業費用75,328千円、営業損失△6,964千円、資産7,129千円、減価償却
費4,286千円）及び「人材アウトソーシング事業」（当連結会計年度：外部顧客に対する売上高292,311千
円、セグメント間の内部売上高2,264千円、営業費用299,186千円、営業損失△4,610千円、資産32,695千
円、減価償却費866千円）については、売上割合が減少したため当連結会計年度より「その他事業」に含め
ております。 
 なお、納品代行事業を主たる事業とする株式会社ワールドサプライの全株式を平成21年２月に譲渡したこ
とにより、前第３四半期連結会計期間から、納品代行事業は連結の範囲外となりました。 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

(単位：千円)

３ＰＬ事業 金融事業 リサイクル事業
ビジネスサポート

事業
その他事業

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 6,454,262 258,030 1,036,270 965,703 360,676

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 － 34,192 2,069 399 2,264

計 6,454,262 292,223 1,038,339 966,102 362,940

  営業費用 6,265,599 232,690 899,270 987,541 374,515

  営業利益又は営業損失（△） 188,662 59,532 139,069 △21,438 △11,574

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 4,886,315 1,583,269 3,875,204 168,226 39,824

  減価償却費 154,428 72,039 173,935 2,921 5,153

  資本的支出 34,363 － 359,703 2,555 －

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 9,074,943 － 9,074,943

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 38,925 (38,925) －

計 9,113,868 (38,925) 9,074,943

  営業費用 8,759,616 595,673 9,355,290

  営業利益又は営業損失（△） 354,251 (634,599) △280,347

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 10,552,840 330,178 10,883,019

  減価償却費 408,478 69,815 478,294

  資本的支出 396,622 633 397,255
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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。 

  

海外売上高がないため記載しておりません。 

  

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

  

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日)

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日)

【セグメント情報】 
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日) 

従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「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）等に準拠した場合と同様の

情報が開示されているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日) 

 
  

（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 4,678,664 1,044,351 848,103 21,167 6,592,286

  セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

－ 458 86,355 24,739 111,553

計 4,678,664 1,044,809 934,458 45,906 6,703,839

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

△12,524 32,868 66,055 18,568 104,967

セグメント資産 4,832,412 133,926 3,706,063 764,395 9,436,799

その他の項目

 減価償却費 159,179 2,759 182,300 ― 344,240

 有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

55,424 ― 93,948 ― 149,373
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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。 

  

 
 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。 

  

 
 （注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、支社建物の設備投資額であります。 

  

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 8,750,927 6,703,839

「その他」の区分の売上高 362,940 ―

セグメント間取引消去 △38,925 △111,553

連結財務諸表の売上高 9,074,943 6,592,286

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 365,826 104,967

「その他」の区分の利益 △11,574 ―

セグメント間取引消去 3,545 1,494

全社費用（注） △638,144 △550,938

棚卸資産の調整額 ― ―

連結財務諸表の営業利益 △280,347 △444,476

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 10,513,015 9,436,799

「その他」の区分の資産 39,824 ―

全社資産（注） 330,178 222,649

棚卸資産の調整額 ― ―

連結財務諸表の資産合計 10,883,019 9,659,448

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 403,324 344,240 5,153 ― 69,815 37,148 478,294 381,388

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

 396,622 149,373 ― ― 633 4,729 397,255 154,103
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(追加情報) 

  当連結会計年度より「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。 

  

当連結会計年度(自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

  報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

   本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

(2) 有形固定資産 

   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。 

当連結会計年度(自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。  

当連結会計年度(自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日) 

 

当連結会計年度(自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日) 

  該当事項はありません。  

【関連情報】

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

(単位：千円)

報告セグメント
全社・消去 合計

３ＰＬ
ビジネス 
サポート

リサイクル 金融 計

当期償却額 49,812 ― 35,469 250 85,532 ― 85,532

当期末残高 645,772 ― 531,500 3,625 1,180,897 ― 1,180,897

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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(注) １株当たり当期純損失金額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は、以下のとおりであ

ります。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

１株当たり純資産額 18,069円75銭 １株当たり純資産額 4,656円72銭

１株当たり当期純損失金額（△） △25,025円70銭 １株当たり当期純損失金額（△） △13,334円55銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、１株当たり当期純損失であるため記載しており
ません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、１株当たり当期純損失であるため記載しており
ません。

項目
前連結会計年度

(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △1,527,237 △867,372

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △1,527,237 △867,372

普通株式の期中平均株式数(株) 61,026 65,047

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 

    44,825個

・潜在株式の種類 

 新株予約権 

・潜在株式の数 

  4,025個

(重要な後発事象)
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