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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23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 ％

24年6月期第2四半期 3,143 △5.4 △323 ― △461 ― △495 ―
23年6月期第2四半期 3,322 △33.7 △305 ― △405 ― △464 ―

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 256百万円 （―％） 23年6月期第2四半期 △495百万円 （―％）

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2四半期 △7,604.09 ―
23年6月期第2四半期 △7,160.62 ―

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2四半期 9,189 △191 △2.1 △2,937.13
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2四半期  △191百万円 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 ― 0.00
24年6月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 6,700 1.6 △210 ― △460 ― △490 ― △7,513.26



(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  
添付資料３ページ「２．サマリー情報(その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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.当四半期決算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2Q 65,498 株 23年6月期 65,498 株
② 期末自己株式数 24年6月期2Q 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2Q 65,218 株 23年6月期2Q 64,883 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、東日本大震災後の企業の生産活動は回復傾向にあ

ったものの、タイの洪水被害の影響に加え、国内の雇用や所得の回復が進まず、景気の回復は力強さに

欠ける結果となりました。また、欧州の債務危機に収束の見通しが立たないなか、欧米や新興国の景気

が減速し、さらに長期化する円高・デフレ傾向によって景気の下振れが懸念されるようになりました。

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２四半期連結累計期間における売上高は3,143百万円（前年同期比5.4％減）、営業損

失は323百万円（前年同期305百万円の営業損失）、経常損失は461百万円（前年同期405百万円の経常損

失）、四半期純損失は495百万円（前年同期464百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（資産) 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は9,189百万円となり、前連結会計年度末と比較し

470百万円減少しました。その主な要因は、現金及び預金が142百万円減少したこと等により流動資産

が162百万円減少し、有形固定資産が133百万円、投資その他の資産が174百万円減少したこと等によ

るものであります。 

（負債) 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は9,380百万円となり、前連結会計年度末と比較し

24百万円増加しました。その主な要因は、短期借入金が218百万円減少した一方で、支払手形及び買

掛金が179百万円増加したこと等により流動負債が8百万円増加し、かつ、長期借入金が145百万円増

加したこと等により固定負債も16百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は△191百万円となり、前連結会計年度末と比べ495百万

円減少しました。その主な要因は、四半期純損失が495百万円となったこと等によるものでありま

す。 

  

当第２四半期における業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成23年８月12

日に公表した平成24年６月期通期業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日別途開示しております「営業外費用の発生、平成24年6月期第２四半期業績

の予想値と実績の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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。 

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、四半期純損失を495百万円計上した結果、191

百万円の債務超過になっております。これにより、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせる状況が存在しております。 

当該状況を解消する為の対応策として、当社グループの主力事業である３PL事業を中心としてより一

層の営業体制の強化に注力し、受注拡大及び収益力の改善を図り、さらにコスト削減として固定費を圧

縮すべく、管理部門の経費削減並びに各事業部の人員配置の見直しを行うことで営業利益の獲得に努め

てまいります。 

また、増資を含めた資本政策を検討し、できる限り早期に債務超過を解消し、経営基盤の安定化を図

る所存であります。 

しかしながら、施策実行には不確実な要素があり、債務超過の解消について不透明であるため、現時

点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 417,458 275,236

受取手形及び売掛金 742,195 827,489

リース投資資産 44,193 24,181

商品及び製品 5,206 3,882

原材料及び貯蔵品 13,201 13,856

その他 563,337 486,949

貸倒引当金 △299,740 △308,250

流動資産合計 1,485,852 1,323,346

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,943,595 3,944,290

減価償却累計額 △580,206 △644,766

建物及び構築物（純額） 3,363,388 3,299,523

建設仮勘定 1,034,813 1,034,813

その他 2,196,593 2,206,657

減価償却累計額 △682,118 △761,394

その他（純額） 1,514,474 1,445,262

有形固定資産合計 5,912,677 5,779,600

無形固定資産   

のれん 1,180,897 1,138,131

その他 79,947 123,006

無形固定資産合計 1,260,845 1,261,138

投資その他の資産   

その他 1,005,835 843,209

貸倒引当金 △6,367 △18,571

投資その他の資産合計 999,468 824,637

固定資産合計 8,172,991 7,865,375

繰延資産 605 417

資産合計 9,659,448 9,189,140
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 499,724 678,762

短期借入金 7,127,979 6,909,908

賞与引当金 2,101 1,909

その他 628,321 676,021

流動負債合計 8,258,127 8,266,603

固定負債   

長期借入金 236,065 381,363

その他 861,239 732,413

固定負債合計 1,097,304 1,113,776

負債合計 9,355,432 9,380,379

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 △5,840,914

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 305,031 △190,892

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 △661

その他の包括利益累計額合計 △1,329 △661

新株予約権 314 314

純資産合計 304,016 △191,239

負債純資産合計 9,659,448 9,189,140
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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22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,322,905 3,143,654

売上原価 3,075,160 2,959,102

売上総利益 247,744 184,552

販売費及び一般管理費 552,916 508,480

営業損失（△） △305,172 △323,927

営業外収益   

受取利息 2,324 4,671

受取賃貸料 5,714 5,714

持分法による投資利益 997 －

その他 2,822 2,283

営業外収益合計 11,859 12,669

営業外費用   

支払利息 101,574 99,388

貸倒引当金繰入額 － 19,262

その他 10,205 31,738

営業外費用合計 111,779 150,389

経常損失（△） △405,092 △461,647

特別利益   

固定資産売却益 － 1,286

賞与引当金戻入額 1,064 －

貸倒引当金戻入額 1,851 －

その他 166 －

特別利益合計 3,083 1,286

特別損失   

契約解除損失 － 14,146

固定資産除却損 22,476 －

貸倒引当金繰入額 6,000 －

その他 18,349 6,646

特別損失合計 46,825 20,793

税金等調整前四半期純損失（△） △448,834 △481,155

法人税等 15,769 14,768

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △464,603 △495,923

四半期純損失（△） △464,603 △495,923
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △464,603 △495,923

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △69 668

その他の包括利益合計 △69 668

四半期包括利益 △464,672 △495,255

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △464,672 △495,255

少数株主に係る四半期包括利益 － －

ワールド・ロジ㈱(9378)平成24年6月期第２四半期決算短信

7



当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、四半期純損失を495,923千円計上した結

果、191,239千円の債務超過になっております。これにより、当社グループには継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせる状況が存在しております。 

当該状況を解消するための対応策として、当社グループの主力事業である３PL事業を中心としてよ

り一層の営業体制の強化に注力し、受注拡大及び収益力の改善を図り、さらにコスト削減として固定

費を圧縮すべく、管理部門の経費削減並びに各事業部の人員配置の見直しを行うことで営業利益の獲

得に努めてまいります。 

また、増資を含めた資本政策を検討し、できる限り早期に債務超過を解消し、経営基盤の安定化を

図る所存であります。 

しかしながら、施策実行には不確実な要素があり、債務超過の解消について不透明であるため、現

時点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

   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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