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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24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 ％

25年6月期第1四半期 593 △61.0 △114 ― △173 ― △232 ―
24年6月期第1四半期 1,524 △10.4 △177 ― △238 ― △259 ―

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 △232百万円 （―％） 24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

25年6月期第1四半期 △3,562.26 ―
24年6月期第1四半期 △3,975.79 ―

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

25年6月期第1四半期 3,226 △6,111 ― △89,613.48
24年6月期 3,428 △5,885 ― △90,240.98
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  △6,113百万円 24年6月期  △5,885百万円

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

24年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年6月期 ―
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今回の第１四半期決算発表時における業績予想の開示は行
っておりません。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) 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 

詳細は、【添付資料】Ｐ.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
当社の平成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今回の第１四半期決算発表時における業績予想の開示
は行っておりません。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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期1Q 68,498 株 24年6月期 65,498 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 280 株 24年6月期 280 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 65,348 株 24年6月期1Q 65,218 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593百万円（前年同期比61.0％減）、営業損

失は114百万円（前年同期は営業損失177百万円）、経常損失は173百万円（前年同期は経常損失238百万

円）、四半期純損失は232百万円（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201百万円減少し3,226百万

円となりました。これは主として流動資産が72百万円、有形固定資産が57百万円、投資その他の資産が

62百万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24百万円増加し、9,337百

万円となりました。これは主として固定負債が29百万円減少した一方で、流動負債が54百万円増加した

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226百万円減少し、△

6,111百万円となりました。これは主として四半期純損失を232百万円計上したことによるものでありま

す。 

  

前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．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する方法を採用しております。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結累計期間より取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 この変更による

影響は軽微であります。 

  

当社グループは、継続して営業損失を計上しており、当第１四半期連結累計期間においても、114百

万円の営業損失を計上しております。また、前連結会計年度から引き続き債務超過となっており、その

金額は当第１四半期連結会計期間末において6,111百万円となっております。さらに当第１四半期連結

会計期間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、四半期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(注記事項)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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 292,823 262,593

受取手形及び売掛金 294,975 245,145

商品及び製品 3,719 3,724

原材料及び貯蔵品 4,846 3,881

その他 60,990 66,237

貸倒引当金 △7,878 △4,771

流動資産合計 649,476 576,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 796,165 765,664

減価償却累計額 △272,939 △267,582

建物及び構築物（純額） 523,225 498,082

機械装置及び運搬具 617,719 626,143

減価償却累計額 △261,627 △279,801

機械装置及び運搬具（純額） 356,091 346,342

土地 327,078 327,078

リース資産 1,126,298 1,101,810

減価償却累計額 △513,665 △510,659

リース資産（純額） 612,633 591,151

その他 57,814 55,414

減価償却累計額 △51,476 △50,150

その他（純額） 6,338 5,263

有形固定資産合計 1,825,367 1,767,918

無形固定資産   

のれん 595,959 583,505

その他 17,800 15,107

無形固定資産合計 613,759 598,613

投資その他の資産   

長期貸付金 851,444 679,303

その他 280,285 224,026

貸倒引当金 △792,563 △626,330

投資その他の資産合計 339,166 277,000

固定資産合計 2,778,294 2,643,532

繰延資産 230 6,078

資産合計 3,428,001 3,226,421
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 478,988 445,814

短期借入金 6,793,724 6,793,724

未払金 291,179 327,279

預り金 405,595 397,144

賞与引当金 1,910 390

その他 288,934 350,539

流動負債合計 8,260,333 8,314,894

固定負債   

長期借入金 461,975 461,975

リース債務 552,420 532,153

その他 38,294 28,597

固定負債合計 1,052,690 1,022,725

負債合計 9,313,023 9,337,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,777,365 2,779,726

資本剰余金 2,900,728 2,903,089

利益剰余金 △11,535,207 △11,767,995

自己株式 △28,071 △28,071

株主資本合計 △5,885,185 △6,113,252

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △151 －

その他の包括利益累計額合計 △151 －

新株予約権 314 2,053

純資産合計 △5,885,021 △6,111,198

負債純資産合計 3,428,001 3,226,421
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,524,176 593,885

売上原価 1,461,773 513,882

売上総利益 62,403 80,002

販売費及び一般管理費 240,251 194,476

営業損失（△） △177,848 △114,473

営業外収益   

受取利息 2,217 188

受取賃貸料 2,857 2,857

貸倒引当金戻入額 － 1,302

その他 1,465 909

営業外収益合計 6,539 5,258

営業外費用   

支払利息 49,846 48,136

貸倒引当金繰入額 7,409 －

その他 9,446 16,106

営業外費用合計 66,701 64,242

経常損失（△） △238,010 △173,457

特別利益   

投資有価証券売却益 － 561

その他 － 10

特別利益合計 － 572

特別損失   

本社移転費用 － 27,146

固定資産除却損 － 16,881

契約解除損失 14,146 －

その他 5,508 14,437

特別損失合計 19,655 58,464

税金等調整前四半期純損失（△） △257,665 △231,349

法人税等 1,627 1,438

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △259,293 △232,788

四半期純損失（△） △259,293 △232,788
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 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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △259,293 △232,788

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22 151

その他の包括利益合計 △22 151

四半期包括利益 △259,315 △232,637

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △259,315 △232,637

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、継続して営業損失を計上しており、114,473千円の営業損失を計上しておりま

す。また、前連結会計年度から引き続き債務超過となっており、その金額は当第１四半期連結会計期

間末において6,111,198千円となっております。さらに、当第１四半期連結会計期間末現在の金融機

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、会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ような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、四半期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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