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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23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 ％

24年6月期第1四半期 1,524 △10.4 △177 ― △238 ― △259 ―
23年6月期第1四半期 1,701 △33.3 △160 ― △209 ― △259 ―

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 △259百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △259百万円 （―％）

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

24年6月期第1四半期 △3,975.79 ―
23年6月期第1四半期 △4,013.36 ―

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

24年6月期第1四半期 9,283 44 0.5 680.58
23年6月期 9,659 304 3.1 4,656.72
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  44百万円 23年6月期  303百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年6月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 3,800 ― △120 ― △230 ― △231 ― △3,551.28
通期 9,200 ― 40 ― △175 ― △180 ― △2,767.23



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、２ページ「１.当四半期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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期1Q 65,498 株 23年6月期 65,498 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 280 株 23年6月期 280 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 65,218 株 23年6月期1Q 64,548 株
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当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災による被害やその後の電力不足等による景気の停

滞から持ち直しの傾向が見られたものの、米国経済の回復の遅れや欧州の金融不安等による円高・株安

の進行などにより、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

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、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するとともに、継続的な構造改善とコスト削減に取り組んでまいりましたが、

上述のような極めて厳しい経営環境により、既存顧客の受注額が減少し、新規顧客開拓が鈍化いたしま

した。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,524百万円（前年同期比10.4％減）、営業

損失は177百万円（前年同期は営業損失160百万円）、経常損失は238百万円（前年同期は経常損失209百

万円）、四半期純損失は259百万円（前年同期は四半期純損失259百万円）となりました。 

  

（資産) 

当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較し375百万円減少し9,283百万

円となりました。これは主に流動資産の現金及び預金が119百万円、投資その他資産に含まれる長期貸

付金が212百万円減少したことによるものであります。 

（負債) 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較し116百万円減少し、9,239百

万円となりました。これは主に流動負債の支払手形及び買掛金が55百万円増加した一方で、流動負債の

その他に含まれる未払金が78百万円、未払消費税等が15百万円、リース債務が43百万円、固定負債の長

期借入金が30百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較し259百万円減少し、44百

万円となりました。これは四半期純損失を259百万円計上したことによるものであります。 

  

平成24年６月期の業績予想につきましては、平成23年８月12日公表の「平成23年６月期決算短信(日

本基準)」から変更はありません。 

１．当四半期決算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

① 資産、負債及び純資産の状況

（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。 

  

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第１四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。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）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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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)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 417,458 298,104

受取手形及び売掛金 742,195 737,967

リース投資資産 44,193 30,962

商品及び製品 5,206 5,487

原材料及び貯蔵品 13,201 16,309

その他 563,337 547,016

貸倒引当金 △299,740 △305,610

流動資産合計 1,485,852 1,330,239

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,943,595 3,943,595

減価償却累計額 △580,206 △612,471

建物及び構築物（純額） 3,363,388 3,331,123

建設仮勘定 1,034,813 1,034,813

その他 2,196,593 2,219,179

減価償却累計額 △682,118 △712,483

その他（純額） 1,514,474 1,506,695

有形固定資産合計 5,912,677 5,872,632

無形固定資産   

のれん 1,180,897 1,159,514

その他 79,947 69,179

無形固定資産合計 1,260,845 1,228,694

投資その他の資産   

その他 1,005,835 858,643

貸倒引当金 △6,367 △6,843

投資その他の資産合計 999,468 851,800

固定資産合計 8,172,991 7,953,127

繰延資産 605 511

資産合計 9,659,448 9,283,878
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 499,724 555,445

短期借入金 7,127,979 7,120,690

賞与引当金 2,101 954

その他 628,321 489,492

流動負債合計 8,258,127 8,166,584

固定負債   

長期借入金 236,065 205,324

その他 861,239 867,269

固定負債合計 1,097,304 1,072,593

負債合計 9,355,432 9,239,177

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,777,365 2,777,365

資本剰余金 2,900,728 2,900,728

利益剰余金 △5,344,991 △5,604,284

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 305,031 45,737

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,329 △1,351

その他の包括利益累計額合計 △1,329 △1,351

新株予約権 314 314

純資産合計 304,016 44,700

負債純資産合計 9,659,448 9,283,878
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 (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
  【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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,701,365 1,524,176

売上原価 1,575,003 1,461,773

売上総利益 126,361 62,403

販売費及び一般管理費 286,918 240,251

営業損失（△） △160,557 △177,848

営業外収益   

受取利息 1,147 2,217

受取賃貸料 2,857 2,857

持分法による投資利益 589 －

その他 2,093 1,465

営業外収益合計 6,687 6,539

営業外費用   

支払利息 50,827 49,846

貸倒引当金繰入額 － 7,409

その他 5,178 9,446

営業外費用合計 56,005 66,701

経常損失（△） △209,875 △238,010

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,064 －

貸倒引当金戻入額 231 －

その他 166 －

特別利益合計 1,462 －

特別損失   

契約解除損失 － 14,146

固定資産除却損 22,476 －

その他 13,530 5,508

特別損失合計 36,006 19,655

税金等調整前四半期純損失（△） △244,419 △257,665

法人税等 14,636 1,627

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △259,056 △259,293

四半期純損失（△） △259,056 △259,293

ワールド・ロジ㈱(9378)平成24年６月期第１四半期決算短信

6



 【四半期連結包括利益計算書】 
  【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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △259,056 △259,293

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22 △22

その他の包括利益合計 △22 △22

四半期包括利益 △259,078 △259,315

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △259,078 △259,315

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 
  

   該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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