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1.  平成24年6月期第3四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成24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 ％

24年6月期第3四半期 4,105 △18.8 △629 ― △833 ― △872 ―
23年6月期第3四半期 5,058 △29.4 △283 ― △435 ― △559 ―

（注）包括利益 24年6月期第3四半期 △871百万円 （―％） 23年6月期第3四半期 △559百万円 （―％）

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3四半期 △13,378.80 ―
23年6月期第3四半期 △8,607.96 ―

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3四半期 8,772 △567 △6.5 △8,699.43
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3四半期  △567百万円 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  ：  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 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3Q 65,498 株 23年6月期 65,498 株
② 期末自己株式数 24年6月期3Q 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3Q 65,218 株 23年6月期3Q 64,993 株
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当第３四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３四半期連結累計期間における売上高は4,105百万円（前年同期比18.8％減）、営業

損失は629百万円（前年同期は283百万円の営業損失）、経常損失は833百万円（前年同期は435百万円の

経常損失）、四半期純損失は872百万円（前年同期は559百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（資産) 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は8,772百万円となり、前連結会計年度末と比較し887

百万円減少しました。その主な要因は、流動資産が572百万円、有形固定資産が209百万円減少したこと

によるものであります。 

（負債) 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は9,339百万円となり、前連結会計年度末と比較し16

百万円減少しました。その主な要因は、固定負債が58百万円増加した一方で、流動負債が74百万円減少

したことによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は△567百万円となり、前連結会計年度末と比較し

871百万円減少しました。これは四半期純損失を872百万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24年2月13日公表の「平成24年6月期 第2四半期決算

短信〔日本基準〕（連結)」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。 

  

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、四半期純損失を872百万円計上した結果、567

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３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 417,458 271,407

受取手形及び売掛金 742,195 507,780

リース投資資産 44,193 19,556

商品及び製品 5,206 3,615

原材料及び貯蔵品 13,201 12,480

その他 563,337 318,091

貸倒引当金 △299,740 △219,322

流動資産合計 1,485,852 913,610

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 △677,075

建物及び構築物（純額） 3,363,388 3,267,214

建設仮勘定 1,034,813 1,034,813

その他 2,196,593 2,213,157

減価償却累計額 △682,118 △812,030

その他（純額） 1,514,474 1,401,127

有形固定資産合計 5,912,677 5,703,155

無形固定資産   

のれん 1,180,897 1,116,748

その他 79,947 115,608

無形固定資産合計 1,260,845 1,232,356

投資その他の資産   

その他 1,005,835 1,026,145

貸倒引当金 △6,367 △103,327

投資その他の資産合計 999,468 922,817

固定資産合計 8,172,991 7,858,330

繰延資産 605 324

資産合計 9,659,448 8,772,264
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 499,724 468,915

短期借入金 7,127,979 6,894,168

賞与引当金 2,101 955

その他 628,321 819,665

流動負債合計 8,258,127 8,183,705

固定負債   

長期借入金 236,065 366,362

その他 861,239 789,241

固定負債合計 1,097,304 1,155,603

負債合計 9,355,432 9,339,309

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 △6,217,530

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 305,031 △567,507

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,329 148

その他の包括利益累計額合計 △1,329 148

新株予約権 314 314

純資産合計 304,016 △567,044

負債純資産合計 9,659,448 8,772,264
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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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 5,058,418 4,105,716

売上原価 4,525,734 4,006,080

売上総利益 532,683 99,635

販売費及び一般管理費 815,870 728,987

営業損失（△） △283,186 △629,352

営業外収益   

受取利息 3,891 7,276

受取賃貸料 8,571 8,571

持分法による投資利益 795 －

その他 3,806 3,569

営業外収益合計 17,065 19,417

営業外費用   

支払利息 151,297 148,286

貸倒引当金繰入額 － 18,352

その他 17,610 56,618

営業外費用合計 168,907 223,257

経常損失（△） △435,029 △833,192

特別利益   

固定資産売却益 － 1,286

賞与引当金戻入額 1,018 －

貸倒引当金戻入額 1,227 －

その他 166 －

特別利益合計 2,412 1,286

特別損失   

契約解除損失 － 14,146

固定資産除却損 22,476 1,325

支払報酬 20,000 －

貸倒引当金繰入額 6,000 －

その他 48,584 9,261

特別損失合計 97,060 24,733

税金等調整前四半期純損失（△） △529,677 △856,639

法人税等 29,781 15,899

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △559,458 △872,538

四半期純損失（△） △559,458 △872,538
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △559,458 △872,538

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 260 1,478

その他の包括利益合計 260 1,478

四半期包括利益 △559,198 △871,060

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △559,198 △871,060

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、四半期純損失を872,538千円計上した結

果、567,044千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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