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1.  平成24年6月期の連結業績（平成23年7月1日～平成24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 ％

24年6月期 5,608 △14.9 △925 ― △1,747 ― △6,190 ―
23年6月期 6,592 △27.4 △444 ― △651 ― △867 ―

（注）包括利益 24年6月期 △6,189百万円 （―％） 23年6月期 △867百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年6月期 △94,915.76 ― ― △26.7 △16.5
23年6月期 △13,334.55 ― △118.2 △6.3 △6.7

（参考） 持分法投資損益 24年6月期  ―百万円 23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

24年6月期 3,428 △5,885 △171.7 △90,240.98
23年6月期 9,659 304 3.1 4,656.72

（参考） 自己資本   24年6月期  △5,885百万円 23年6月期  303百万円

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

24年6月期 198 △8 △307 87
23年6月期 △206 △63 166 204

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 ％ ％

23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
25年6月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日） 
平成25年６月期業績予想につきましては、現時点で合理的な数値の算定ができないことから記載しておりません。業績予想につきましては、合理的に予想
可能となった時点で公表させて頂きます。 
なお、当該理由等につきましては、P.２「１．経営成績に関する分析（次期見通しについて）」に記載のとおりであります。 



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 65,498 株 23年6月期 65,498 株
② 期末自己株式数 24年6月期 280 株 23年6月期 280 株
③ 期中平均株式数 24年6月期 65,218 株 23年6月期 65,047 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年6月期の個別業績（平成23年7月1日～平成24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 ％

24年6月期 3,951 △16.3 △871 ― △1,536 ― △6,254 ―
23年6月期 4,720 △26.3 △577 ― △674 ― △824 ―

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

24年6月期 △95,897.45 ―
23年6月期 △12,675.94 ―

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 365 △5,048 △1,381.8 △77,421.40
23年6月期 6,165 1,204 19.5 18,457.99

（参考） 自己資本 24年6月期  △5,049百万円 23年6月期  1,203百万円

※ 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 
本資料に記載した業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
実績等は、業況の変化等により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については詳
細は、添付資料P.２「１．経営成績に関する分析（次期見通しについて）」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、東日本大震災以降停滞していた生産活動は回復しつつある

ものの、欧州財政危機や歴史的な円高が継続していることに加え、原油価格が高騰するなど厳しい状況

が継続いたしました。 

このような環境のなか、当社グループは、３PL事業を中心に積極的な営業活動行うとともに、継続的

な構造改善とコスト削減に取組んでまいりましたが、既存顧客の受注額が減少するなど極めて厳しい状

況で推移いたしました。 

 また、構造改革の一環として、平成19年7月より大阪フルフィルメントセンターにおいて提供してま

いりましたフルフィルメントサービスの採算が悪化したことから、フルフィルメントサービスのうち収

益が確実に確保できる物流業務に従事する管理者及び労働者の派遣業務を除き終了いたしました。これ

に伴い、当該事業の縮小に伴う損失として固定資産除却損2,677百万円、減損損失117百万円を計上いた

しました。加えて、リサイクル事業における新規事業の準備に係る先行投資費用等として計上していた

建設仮勘定1,034百万円について、当社グループの資金調達の観点から事業の継続に不確実性があると

判断し減損いたしました。 

 この結果、当連結会計年度における売上高は5,608百万円（前年比14.9％減）、営業損失は925百万

円（前期は営業損失444百万円）、経常損失は1,747百万円（前期は経常損失651百万円）、当期純損失

は6,190百万円（前期は当期純損失867百万円）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） 

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及

び大阪フルフィルメントセンターの採算が悪化したこと等により、売上高3,230百万円（前年同期比

31.0％減）、営業損失472百万円（前年同期は12百万円の営業損失）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、既存業務であるオフィス用品通販代理店業務ならびに物流資材販

売業務について、景気低迷による個人並びに企業の買い控え等の影響を受け、販売高が減少いたしまし

たが、新たに、当社グループの営業ネットワークを生かした物販代理店業務を開始いたしました。この

結果、売上高1,549百万円（前年同期比48.3％増）、営業利益12百万円（前年同期比61.8％減）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加え、原油

価格高騰等による売上原価の増加により、売上高861百万円（前年同期比7.8％減）営業利益41百万円

（前年同期比36.7％減）となりました。 

（金融事業） 

金融事業においては、売上高68百万円（前年同期比48.9％増）、営業利益15百万円（前年同期比

14.9％減）となりました。 

  

当連結会計年度において、構造改革の一環として、３PL事業におけるフルフィルメントサービス業務

縮小等を行ったことによって、当社グループの業容は大きく変化いたしました。このような当社グルー

プの業容変動等を鑑みますと、現時点において、合理的な業績の予想数値を算出することは非常に困難

であり、平成25年６月期業績予想につきましては記載をしておりません。業績予想につきましては、合

理的に予想可能となった時点で公表させて頂きます。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

② 次期見通し
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当連結会計年度における資産合計は3,428百万円となり、前連結会計年度と比較し6,231百万円減少

しました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が447百万円減少したこと、固定資産の除却や減損

等により有形固定資産が4,087百万円減少したこと、のれん償却等により無形固定資産が647百万円減

少したこと、並びに貸倒引当金の増加等により投資その他の資産が660百万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合計は9,313百万円となり、前連結会計年度と比較し42百万円減少し

ました。その主な要因は、未払金が85百万円増加した一方で、固定負債のリース債務が102百万円減

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合計は△5,885百万円となり、前連結会計年度と比較し6,190百万円

減少しました。その主な要因は、当期純損失を6,190百万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得られた資金は、198百万円（前連結会計年度は206百万円の支出）

となりました。これは、税金等調整前当期純損失6,175百万円等の資金減少要因があったものの、のれ

ん償却額584百万円、固定資産除却損2,677百万円、貸倒引当金の増加額621百万円、減損損失1,192百万

円、売上債権の減少287百万円、未払金の増加246百万円等の資金増加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、８百万円（前連結会計年度比87.1％減）となりま

した。これは、長期貸付金の回収による収入278百万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144百万円、長期貸付けによる支出80百万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使用した資金は、307百万円（前期は166百万円の収入）となりまし

た。これは、長期借入金の返済による支出92百万円、リース債務の返済による支出150百万円等の資金

減少要因があったことによるものであります。 

当社グループは、継続して営業損失を計上しており、当連結会計年度においても、当期純損失を

6,190百万円計上した結果、5,885百万円の債務超過になっております。さらに当連結会計年度末現在

の金融機関からの借入金総額が7,255百万円であることから、今後金融機関の対応によっては、会社

の資金繰りは著しく悪化する可能性があります。これらの状況により、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等を検討し、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、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響

を連結財務諸表には反映しておりません。 

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

(負債)

(純資産)

② キャッシュ・フローの状況

(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)

（３）継続企業の前提に関する重要事象等

ワールド･ロジ㈱(9378)平成24年６月期決算短信

3



  

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

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。 

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
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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6,190百万円を計上したことにより純資産が減少し5,885百万円

の債務超過となりました。 

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・推進する等何らかの方策を

検討していきます。 

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23年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 417,458 292,823

受取手形及び売掛金 742,195 294,975

リース投資資産 44,193 9,405

商品及び製品 5,206 3,719

原材料及び貯蔵品 13,201 4,846

その他 563,337 51,584

貸倒引当金 △299,740 △7,878

流動資産合計 1,485,852 649,476

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,943,595 796,165

減価償却累計額 △580,206 △272,939

建物及び構築物（純額） 3,363,388 523,225

機械装置及び運搬具 562,133 617,719

減価償却累計額 △179,182 △261,627

機械装置及び運搬具（純額） 382,950 356,091

土地 329,170 327,078

リース資産 1,197,219 1,126,298

減価償却累計額 △449,975 △513,665

リース資産（純額） 747,244 612,633

その他 1,142,882 57,814

減価償却累計額 △52,960 △51,476

その他（純額） 1,089,922 6,338

有形固定資産合計 5,912,677 1,825,367

無形固定資産   

のれん 1,180,897 595,959

その他 79,947 17,800

無形固定資産合計 1,260,845 613,759

投資その他の資産   

長期貸付金 650,679 851,444

その他 355,156 280,285

貸倒引当金 △6,367 △792,563

投資その他の資産合計 999,468 339,166

固定資産合計 8,172,991 2,778,294

繰延資産   

繰延資産合計 605 230

資産合計 9,659,448 3,428,001
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 499,724 478,988

短期借入金 6,809,555 6,793,724

1年内返済予定の長期借入金 318,424 －

未払金 205,403 291,179

リース債務 148,225 108,358

預り金 191,101 405,595

賞与引当金 2,101 1,910

その他 83,591 180,575

流動負債合計 8,258,127 8,260,333

固定負債   

長期借入金 236,065 461,975

リース債務 654,665 552,420

その他 206,574 38,294

固定負債合計 1,097,304 1,052,690

負債合計 9,355,432 9,313,023

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 △11,535,207

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 305,031 △5,885,185

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 △151

その他の包括利益累計額合計 △1,329 △151

新株予約権 314 314

純資産合計 304,016 △5,885,021

負債純資産合計 9,659,448 3,428,001
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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23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,592,286 5,608,338

売上原価 5,973,331 5,472,496

売上総利益 618,954 135,841

販売費及び一般管理費 1,063,430 1,061,620

営業損失（△） △444,476 △925,778

営業外収益   

受取利息 5,744 9,647

受取配当金 235 87

受取賃貸料 11,428 11,428

貸倒引当金戻入額 － 6,205

持分法による投資利益 456 －

その他 8,392 4,563

営業外収益合計 26,257 31,931

営業外費用   

支払利息 200,242 196,476

貸倒引当金繰入額 － 562,490

その他 33,524 94,474

営業外費用合計 233,766 853,440

経常損失（△） △651,985 △1,747,288

特別利益   

資産除去債務戻入益 － 34,943

貸倒引当金戻入額 36,973 －

賞与引当金戻入額 1,018 －

その他 7,287 1,286

特別利益合計 45,278 36,230

特別損失   

固定資産除却損 28,037 2,677,954

減損損失 － 1,192,184

のれん償却額 － 499,406

支払報酬 20,000 －

リース解約弁済金 18,158 －

貸倒引当金繰入額 91,000 －

その他 68,572 95,347

特別損失合計 225,769 4,464,891

税金等調整前当期純損失（△） △832,476 △6,175,949

法人税、住民税及び事業税 12,482 5,033

法人税等調整額 22,413 9,232

法人税等合計 34,896 14,266

少数株主損益調整前当期純損失（△） △867,372 △6,190,216

当期純損失（△） △867,372 △6,190,216
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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23年７月１日
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △867,372 △6,190,216

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 322 1,178

その他の包括利益合計 322 1,178

包括利益 △867,050 △6,189,038

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △867,050 △6,189,038

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23年７月１日
 至 平成24年６月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,773,997 2,777,365

当期変動額   

新株の発行 3,367 －

当期変動額合計 3,367 －

当期末残高 2,777,365 2,777,365

資本剰余金   

当期首残高 2,897,361 2,900,728

当期変動額   

新株の発行 3,367 －

当期変動額合計 3,367 －

当期末残高 2,900,728 2,900,728

利益剰余金   

当期首残高 △4,477,618 △5,344,991

当期変動額   

当期純損失（△） △867,372 △6,190,216

当期変動額合計 △867,372 △6,190,216

当期末残高 △5,344,991 △11,535,207

自己株式   

当期首残高 △28,071 △28,071

当期末残高 △28,071 △28,071

株主資本合計   

当期首残高 1,165,668 305,031

当期変動額   

新株の発行 6,735 －

当期純損失（△） △867,372 △6,190,216

当期変動額合計 △860,637 △6,190,216

当期末残高 305,031 △5,885,185

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △1,651 △1,329

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 322 1,178

当期変動額合計 322 1,178

当期末残高 △1,329 △151

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △1,651 △1,329

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 322 1,178

当期変動額合計 322 1,178

当期末残高 △1,329 △151
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

新株予約権   

当期首残高 6,149 314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,834 －

当期変動額合計 △5,834 －

当期末残高 314 314

純資産合計   

当期首残高 1,170,166 304,016

当期変動額   

新株の発行 6,735 －

当期純損失（△） △867,372 △6,190,216

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,512 1,178

当期変動額合計 △866,150 △6,189,038

当期末残高 304,016 △5,885,021
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（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23年７月１日
 至 平成24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（△） △832,476 △6,175,949

減価償却費 379,155 375,449

のれん償却額 85,532 584,938

持分法による投資損益（△は益） △456 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 54,449 621,202

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,474 △191

受取利息及び受取配当金 △5,979 △9,734

支払利息 200,242 196,476

固定資産除却損 28,037 2,677,954

減損損失 － 1,192,184

売上債権の増減額（△は増加） 190,983 287,266

仕入債務の増減額（△は減少） △102,263 18,839

未払金の増減額（△は減少） △76,101 246,840

その他 69,017 294,120

小計 △11,333 309,397

利息及び配当金の受取額 9,065 10,543

利息の支払額 △204,120 △114,199

法人税等の支払額 △574 △7,390

営業活動によるキャッシュ・フロー △206,964 198,350

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 △6,500 △11,500

定期預金の払戻による収入 3,000 19,300

有形固定資産の取得による支出 △89,177 △144,098

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） △97 △536

長期貸付けによる支出 △191,600 △80,000

長期貸付金の回収による収入 25,535 278,896

その他 △2,840 △70,198

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,111 △8,136

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） △29,180 △15,831

長期借入れによる収入 223,000 －

長期借入金の返済による支出 △125,584 △92,514

リース債務の返済による支出 △212,940 △150,593

新株予約権の行使による株式の発行による収入 6,620 －

自己新株予約権の取得による支出 △5,720 －

その他 309,941 △48,111

財務活動によるキャッシュ・フロー 166,138 △307,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △103,937 △116,835

現金及び現金同等物の期首残高 308,596 204,658

現金及び現金同等物の期末残高 204,658 87,823
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当社グループは、継続して営業損失を計上しており、当連結会計年度においても、当期純損失を

6,190,216千円計上した結果、5,885,021千円の債務超過になっております。さらに当連結会計年度末

現在の金融機関からの借入金総額が7,255,699千円であることから、今後金融機関の対応によって

は、会社の資金繰りは著しく悪化する可能性があります。これらの状況により、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等を検討し、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、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響

を連結財務諸表には反映しておりません。 

  

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 

㈱ワールドソリューションズ 

㈱スタッフィング・オンデマンド 

㈱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 

(ロ)主要な非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。  

  

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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 

決算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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（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
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(ロ)たな卸資産 

商品 

終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

原材料 

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

(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   ８～50年 

機械装置及び運搬具 ７～17年 

その他       ４～10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。 

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) 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。 

(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。 

(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。 

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。 
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前連結会計年度において、独立掲記しておりました「建設仮勘定」は資産総額の100分の１以下とな

ったため、当連結会計年度より「有形固定資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方

法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において表示しておりました「建設仮勘定」1,034,813

千円、「その他」108,069千円及び「その他（純額）」55,108千円は、「有形固定資産」の「その他」

1,142,882千円及び「その他（純額）」1,089,922千円として組み替えております。 

  

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」及び

「預り金」は負債及び純資産の合計額の100分の５を超えたため、当連結会計年度より独立掲記してお

ります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っており

ます。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において表示しておりました「その他」480,096千円

は、「未払金」205,403千円、「預り金」191,101千円及び「その他」83,591千円として組み替えており

ます。 

  

前連結会計年度において、「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

りました「未払金の増減額（△は減少）」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記して

おります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において表示しておりました「その他」

△7,083千円は、「未払金の増減額（△は減少）」△76,101千円及び「その他」69,017千円として組み

替えております。 

  

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「預り金の受入による収入」は重要性が低下した

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。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において表示しておりました「預り金の

受入による収入」310,000千円及び「その他」△58千円は、「その他」309,941千円として組み替えてお

ります。 
  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用してお

ります。 

  

【表示方法の変更】

(連結貸借対照表関係)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

【追加情報】
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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。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替

高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産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22年７月１日  至  平成23年６月30日) 

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(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 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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当連結会計年度(自  平成23年７月１日  至  平成24年６月30日) 

 
  

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）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。 

（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 3,220,808 1,549,042 816,283 22,204 5,608,338

  セグメント間の内部売
上高又は振替高

9,315 25 44,930 46,130 100,402

計 3,230,124 1,549,067 861,214 68,334 5,708,740

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

△472,631 12,548 41,785 15,806 △402,491

セグメント資産 1,267,762 11,598 1,772,787 478,122 3,530,270

その他の項目

 減価償却費 155,592 2,009 182,016 ― 339,618

 有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

84,499 ― 55,586 ― 140,086

(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 6,703,839 5,708,740

セグメント間取引消去 △111,553 △100,402

連結財務諸表の売上高 6,592,286 5,608,338

(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 104,967 △402,491

セグメント間取引消去 1,494 △19,574

全社費用（注） △550,938 △503,713

連結財務諸表の営業損失（△） △444,476 △925,778

(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 9,436,799 3,530,270

セグメント間の債権債務等の調整額 ― △317,188

全社資産（注） 222,649 214,918

連結財務諸表の資産合計 9,659,448 3,428,001
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（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない備品等であります。 

  

前連結会計年度(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23年７月１日 至 平成24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 

 
  

(単位：千円)

その他の項 目

報告セグメント計 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

減価償却費 344,240 339,618 37,148 35,831 381,388 375,449

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

149,373 140,086 4,729 1,295 154,103 141,381

(関連情報)

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 602,678 リサイクル事業

和田貴金属宝飾店 966,385 ビジネスサポート事業
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前連結会計年度(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23年７月１日 至 平成24年６月30日) 

 
  

前連結会計年度(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23年７月１日 至 平成24年６月30日) 

 
  （注）リサイクル事業の当期償却額には、特別損失に計上したのれん償却額496,031千円を含めており、また金融

事業の当期償却額には、特別損失に計上したのれん償却額3,375千円を含めております。 

該当事項はありません。  

(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)

(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

減損損失 117,845 1,020 1,034,813 ― 1,153,678 38,505 1,192,184

(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

(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 ― 531,500 3,625 584,938 ― 584,938

当期末残高 595,959 ― ― ― 595,959 ― 595,959

(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 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。 

２ 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23年７月１日
至 平成24年６月30日)

１株当たり純資産額 4,656円72銭 １株当たり純資産額 △90,240円98銭

１株当たり当期純損失金額（△） △13,334円55銭 １株当たり当期純損失金額（△） △94,915円76銭

項目
前連結会計年度

(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23年７月１日
至 平成24年６月30日)

１株当たり当期純損失金額

連結損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △867,372 △6,190,216

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) △867,372 △6,190,216

普通株式の期中平均株式数(株) 65,047 65,218

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 

 普通株式4,025株

(重要な後発事象)
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