
(財)財務会計基準機構会員  

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要  
平成18年11月22日

上場会社名 日本ロジテム株式会社 上場取引所 ＪＱ

コード番号 9060 本社所在都道府県 東京都

(ＵＲＬ　http://www.logitem.co.jp)

代　　表　  者 役職名 代表取締役社長 氏名　中西　弘毅

問合せ先責任者 役職名 執行役員　経理部長 氏名　川口　要 　　ＴＥＬ（03）3433－6711　(代表）

決算取締役会開催日 平成18年11月22日   配当支払開始日       平成18年12月14日

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）   

１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月1日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 12,263 (  2.6 ) 247 (△17.9) 224 (△24.7)

17年９月中間期 11,957 (  4.9 ) 301 ( 189.0) 298  ( 107.7)

18年３月期 23,918 557 529

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 83 (　－　) 6 11
17年９月中間期 △235 (　－　) △17 18

18年３月期 △130 △9 56

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 13,689,796 株 17年９月中間期 13,690,259 株
 18年３月期 13,690,099 株   

②会計処理の方法の変更 無
③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態  

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
18年９月中間期 27,062 10,610 39.2 775 13
17年９月中間期 25,711 10,524 40.9 768 76

18年３月期 26,264 10,589 40.3 773 51

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 13,689,153 株 17年９月中間期 13,690,385 株
 18年３月期 13,689,853 株   
②期末自己株式数 18年９月中間期 143,956 株 17年９月中間期 142,724 株
 18年３月期 143,256 株   

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円
通　期 24,500  420  140  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　    10円 23銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 4.00 4.00 8.00

19年３月期（実績） 4.00 －
8.00

19年３月期（予想） － 4.00

 
※　上記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。実際の業績等は、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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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５．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 733,781 736,306 1,005,695

２．受取手形 ※５ 364,447 376,142 310,835

３．営業未収入金 2,397,226 2,566,666 2,658,841

４．貯蔵品 6,502 2,270 4,550

５. 関係会社短期貸付金 － 1,394,000 874,000

６．その他 860,740 710,770 726,950

７．貸倒引当金 △595 △8,802 △2,722

流動資産合計 4,362,103 17.0 5,777,353 21.3 5,578,151 21.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 4,916,616 4,780,787 4,806,035

(2）土地 ※２ 6,240,309 6,192,481 5,727,542

(3）その他 686,358 651,258 713,883

有形固定資産合計 11,843,284 46.1 11,624,527 43.0 11,247,461 42.8

２．無形固定資産 ※２ 493,943 1.9 470,097 1.7 493,795 1.9

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※４ 1,489,443 339,094 350,877

(2）関係会社株式  － 1,634,370 1,282,897

(3）敷金保証金 5,911,518 5,851,695 5,878,432

(4）その他 2,205,355 1,843,579 1,921,528

(5）投資損失引当金 △533,923 △446,364 △446,364

(6）貸倒引当金 △59,740 △32,312 △42,361

投資その他の資産
合計

9,012,654 35.0 9,190,062 34.0 8,945,010 34.1

固定資産合計 21,349,881 83.0 21,284,686 78.7 20,686,267 78.8

資産合計 25,711,985 100.0 27,062,040 100.0 26,264,419 100.0
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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．営業未払金 1,346,717 1,476,116 1,496,857

２．一年内償還予定転換
社債

2,868,000 － －

３．短期借入金 ※２ 3,420,000 4,370,000 4,270,000

４．一年内返済予定長期
借入金

※２ 1,390,800 1,654,850 1,305,450

５．未払法人税等 39,933 32,619 3,042

６．賞与引当金 219,959 213,298 218,747

７．その他 ※２ 886,581 783,397 1,060,265

流動負債合計 10,171,991 39.6 8,530,281 31.5 8,354,363 31.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 1,609,000 4,754,350 4,056,950

２．長期リース未払金  4,516 1,067 2,404

３．退職給付引当金 593,396 535,215 589,633

４．役員退職慰労引当金 283,306 298,902 290,906

５．長期預り金 ※２ 774,618 603,163 625,363

６．預り保証金 ※２ 1,750,601 1,728,245 1,755,614

固定負債合計 5,015,438 19.5 7,920,943 29.3 7,320,872 27.9

負債合計 15,187,430 59.1 16,451,225 60.8 15,675,235 59.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,145,955 12.2 － － 3,145,955 12.0

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 3,189,989 － 3,189,989

２．その他資本剰余金 77 － 77

資本剰余金合計 3,190,067 12.4 － － 3,190,067 12.1

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 236,815 － 236,815

２．任意積立金 4,142,037 － 4,142,037

３．中間（当期）未処理
損失

△174,951 － △125,379

利益剰余金合計 4,203,901 16.3 － － 4,253,472 16.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

19,774 0.1 － － 35,055 0.1

Ⅴ　自己株式 △35,143 △0.1 － － △35,367 △0.1

資本合計 10,524,554 40.9 － － 10,589,184 40.3

負債及び資本合計 25,711,985 100.0 － － 26,264,419 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 3,145,955 11.6 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 3,189,989 －

(2）その他資本剰余
金

 － 77 －

資本剰余金合計  － － 3,190,067 11.8 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 236,815 －

(2）その他利益剰余
金

    

別途積立金  － 3,873,816 －

固定資産圧縮積
立金

 － 63,409 －

繰越利益剰余金  － 108,348 －

利益剰余金合計  － － 4,282,390 15.8 － －

４　自己株式  － － △35,648 △0.1 － －

株主資本合計  － － 10,582,765 39.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 28,050 0.1 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 28,050 0.1 － －

純資産合計  － － 10,610,815 39.2 － －

負債純資産合計  － － 27,062,040 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益 11,957,390 100.0 12,263,858 100.0 23,918,538 100.0

Ⅱ　営業原価  10,835,948 90.6 11,190,530 91.2 21,767,036 91.0

営業総利益 1,121,442 9.4 1,073,327 8.8 2,151,502 9.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  820,161 6.9 825,887 6.8 1,594,395 6.7

営業利益 301,280 2.5 247,439 2.0 557,107 2.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 20 28 225

２．受取配当金 8,407 8,986 8,957

３．その他 37,659 36,772 72,128

営業外収益合計 46,087 0.4 45,788 0.4 81,310 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 29,970 68,331 63,683

２．その他 18,888 － 45,449

営業外費用合計 48,859 0.4 68,331 0.6 109,132 0.4

経常利益 298,508 2.5 224,896 1.8 529,285 2.2

Ⅵ　特別利益 5,536 0.0 4,597 0.1 23,132 0.1

Ⅶ　特別損失
※１　
　　

656,674 5.5 37,650 0.3 675,877 2.8

税引前中間(当期)
純利益（△純損
失）

△352,629 △2.9 191,842 1.6 △123,460 △0.5

法人税、住民税及
び事業税

25,020 14,281 34,711

法人税等調整額 △142,455 △117,435 △1.0 93,884 108,165 0.9 △27,310 7,401 0.0

中間（当期）純利
益(△純損失)

△235,194 △2.0 83,676 0.7 △130,861 △0.5

前期繰越利益 60,243 － 60,243

中間配当額 － － 54,761

中間(当期)未処理
損失

△174,951 － △125,379
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
固定資産圧縮

積立金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,145,955 3,189,989 77 236,815 4,073,816 68,220

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し （注）     △200,000  

固定資産圧縮積立金の取崩し

(前期分) （注）
     △3,389

固定資産圧縮積立金の取崩し

(当期分）
     △1,421

剰余金の配当 （注）       

中間純利益       

自己株式の取得       

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
      

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △200,000 △4,811

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,145,955 3,189,989 77 236,815 3,873,816 63,409

　株主資本  評価・換算差額等

純資産合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

その他
利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
△125,379 △35,367 10,554,128 35,055 10,589,184

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し （注） 200,000  －  －

固定資産圧縮積立金の取崩し

(前期分） （注）
3,389  －  －

固定資産圧縮積立金の取崩し

(当期分）
1,421  －  －

剰余金の配当 （注） △54,759  △54,759  △54,759

中間純利益 83,676  83,676  83,676

自己株式の取得  △280 △280  △280

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
   △7,005 △7,005

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
233,728 △280 28,636 △7,005 21,631

平成18年９月30日　残高

（千円）
108,348 △35,648 10,582,765 28,050 10,610,815

 (注）　　平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定しておりま

す。）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等に

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

法により算定しておりま

す。）

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております。） 

時価のないもの

…移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

 同　　　　左

時価のないもの

  同　　　　左

  (2)デリバティブ

…時価法

 (2)デリバティブ

…時価法

 (2)デリバティブ

   同　　　　左 

  

 

 

 

 

 

  (3)たな卸資産（貯蔵品）

 先入先出法に基づく原価法

 (3)たな卸資産（貯蔵品）

同　　　　左 

 (3)たな卸資産（貯蔵品）

同　　　　左 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1)有形固定資産

同　　　　左

(1）有形固定資産

同　　　　左

建物　　　　　26～38年

車両運搬具　　３～４年

(2)無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

同　　　　左

(2）無形固定資産

同　　　　左

(3)長期前払費用

均等償却

(3)長期前払費用

同　　　　左

(3）長期前払費用

同　　　　左

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1)貸倒引当金

同　　　　左

(1）貸倒引当金

同　　　　左

(2)投資損失引当金

　子会社への投資に係る損失に備

えるため、当該会社の財政状態等

を勘案して計上しております。

(2)投資損失引当金

同　　　　左

(2）投資損失引当金

同　　　　左

(3)賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

当中間会計期間に負担すべき支給

見込額を計上しております。

(3)賞与引当金

同　　　　左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

当期に負担すべき支給見込額を計

上しております。
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項　　目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から処理しております。

(4)退職給付引当金

同　　　　左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から処理しております。

(5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(5)役員退職慰労引当金

同　　　　左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同　　　　左 同　　　　左

５.　ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法　　　　　　

　　　　　　　

 金利スワップについて特例処理

の要件を満たしている場合は特例

処理を採用しております。

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象　　

 ヘッジ手段…金利スワップ

 ヘッジ対象…借入金

 (3)ヘッジ方針

 将来予想される金利変動リスク

回避する目的で金利スワップを

行っており、投機的な取引は行っ

ておりません。

 (4)ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップについては特例処

理の要件を満たしているため、有

効性の評価は省略しております。

(1)ヘッジ会計の方法　　　　　　

　　　　　　　

同　　　　左

 

 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象　　

同　　　  左

 

 (3)ヘッジ方針

同　　 　 左

 

 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法

同　　　  左

 

 

(1)ヘッジ会計の方法　　　　　　

　　　　　　　

同　　　 左

 

 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象　　

同　     左

　　　 　

 (3)ヘッジ方針

同　     左

 

  

 (4)ヘッジ有効性評価の方法

同　     左

 

 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

　なお、仮受消費税等と仮払消費

税等の中間期末残高の相殺後の金

額は、流動負債の「その他」に含

めております。

(1)消費税等の会計処理方法

同　　　　左

(1）消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

(2)法人税等の会計処理方法

　当事業年度の利益処分において

予定している固定資産圧縮積立金

の取崩による影響額を加味して算

定しております。

──────　 ──────
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。なお、当該変更に

よる影響は軽微であります。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

──────────

──────────

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は10,610,815千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

(固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用して

おります。なお、当該変更による影響

は軽微であります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。   

 

──────────
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表示方法の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至  平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至  平成18年９月30日）

 (中間貸借対照表）

 証券取引法等の一部を改正する法律（平成16年６月９日

法律第97号）により、前中間会計期間まで投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しておりました「投資事業有

限責任組合」への出資金6,398千円を「投資有価証券」に

含めて表示しております。

　なお、前中間会計期間の投資その他の資産の「その他」

に含めておりました当該出資金の金額は24,013千円であり

ます。

───────────────

───────────────

 

 

 

 

 

 

 

 (中間貸借対照表）

１.「関係会社短期貸付金」は、前中間会計期間まで、流

動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社短期貸付金」の

金額は、190,000千円であります。

２.「関係会社株式」は、前中間会計期間まで、投資その

他の資産の「投資有価証券」に含めて表示しておりまし

たが、当中間会計期間末において資産の総額の100分の

５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の金額は、

1,253,197千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項　　目
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度末

（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額

10,523,471千円 10,287,156千円 10,663,510千円

※２．担保資産及び対応する

債務

（担保に供している資産）

建物 1,542,995千円

土地 1,611,940

無形固定資産

（借地権）
346,860

合計 3,501,795

（上記に対応する債務）

短期借入金 2,720,000千円

一年内返済予定

長期借入金
1,070,800

流動負債その他

（預り金）
171,454

長期借入金 1,134,000

長期預り金 774,618

預り保証金 1,108,030

合計 6,978,902

（担保に供している資産）

建物 1,592,996千円

土地 1,955,331

無形固定資産

（借地権）
346,860

合計 3,895,188

（上記に対応する債務）

短期借入金 4,170,000千円

一年内返済予定

長期借入金
1,225,850

流動負債その他

（預り金）
171,454

長期借入金 1,465,350

長期預り金 603,163

預り保証金 1,108,030

合計
   

8,743,848

（担保に供している資産）

建物 1,521,567千円

土地 1,611,940

無形固定資産

（借地権）
346,860

合計 3,480,368

（上記に対応する債務）

短期借入金 3,620,000千円

一年内返済予定

長期借入金
985,450

流動負債その他

（預り金）
171,454

長期借入金 873,950

長期預り金 625,363

預り保証金 1,108,030

合計 7,384,248

　また、上記建物・土地の一部をロ

ジテムエージェンシー㈱の銀行借入

金250,000千円の担保に供しており

ます。

　また、上記建物・土地の一部をロ

ジテムエージェンシー㈱の銀行借入

金 50,000千円の担保に供しており

ます。

　また、上記建物・土地の一部をロ

ジテムエージェンシー㈱の銀行借入

金100,000千円の担保に供しており

ます。

　３．偶発債務 　下記の会社の銀行借入及び仕入債

務に対し債務保証をおこなっており

ます。

　下記の会社の銀行借入及び仕入債

務に対し債務保証をおこなっており

ます。

　下記の会社の銀行借入及び仕入債

務に対し債務保証をおこなっており

ます。

（関係会社） （関係会社） （関係会社）

ロジテムインタ

ーナショナル㈱
1,499,500千円

ロジテムオート

サービス㈱
58,250

㈱セイモス情報

開発研究所
 611

LOGITEM 

VIETNAM 

CORP.NO.2

186,197

LOGITEM 

(THAILAND) 

CO.,LTD.

27,500

合計 1,772,058

ロジテムインタ

ーナショナル㈱
306,300千円

ロジテムトラン

スポート㈱
45,250

LOGITEM 

(THAILAND)

CO.,LTD

47,100

LOGITEM 

VIETNAM 

CORP.NO.2

223,420

合計 622,070

ロジテムイン

ターナショナル

㈱

894,300千円

ロジテムトラン

スポート㈱
51,750

LOGITEM 

(THAILAND)

CO.,LTD

30,200

LOGITEM 

VIETNAM 

CORP.NO.2

193,238

合計 1,169,488

 ※４．投資有価証券  平成17年10月５日設立の関係会社

福岡ロジテム株式会社に係る新株式

払込金30,000千円が含まれておりま

す。

──────── ────────

※５. 中間期末日満期手形 ──────── 　中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期間の末

日は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。

────────

  　受取手形 44,926千円  
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（中間損益計算書関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．特別損失の主な内訳

固定資産除売却損              232,559千円               37,650千円              597,470千円

 
固定資産除売却損の内訳は次の

とおりであります。

固定資産除売却損の内訳は次の

とおりであります。

固定資産除売却損の内訳は次の

とおりであります。

建物 41,906千円

車両運搬具 980

工具器具備品  104

土地 170,524

解体費用 1,856

無形固定資産

(特許権）
17,187

合計 232,559

建物    19,456千円

構築物 1,287

機械及び装置 2,145

車両運搬具 583

工具器具備品  227

解体費用
     

13,950

合計
      

37,650

建物  173,299千円

機械及び装置 914

車両運搬具
      

1,872

工具器具備品 1,767

土地
    

391,526

解体費用 10,901

無形固定資産

(特許権）

     

17,187

合計
    

597,470

    

固定資産評価損  370,189千円 ──────── ────────

  固定資産評価損の内訳は次のと

おりであります。

 建物 121,387千円

 土地 221,002

 賃貸先違約金 27,800

 合計 370,189

 

 東京都江東区佐賀の賃貸用土地

及び建物を平成17年10月31日に

売却する契約を平成17年７月29

日に締結したため、帳簿価額を

正味売却価額まで評価減したも

のであります。

投資損失引当金繰入

額
    48,137千円 ──────── ────────

　２．減価償却実施額

有形固定資産        277,144千円            257,316千円              558,917千円

無形固定資産       39,750千円 30,324千円               71,866千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

 当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　　(注） 143,256 700 － 143,956

合計 143,256 700 － 143,956

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加700株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

項　　目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有

権が借主に移転する

と認められるもの以

外のファイナンス・

リース取引

１．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

建物 358,200 55,720 302,480

車両運
搬具

983,352 451,460 531,892

工具器
具備品

246,177 153,918 92,258

ソフト
ウェア

84,115 57,001 27,113

合計 1,671,845 718,101 953,744

１．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

建物 358,200 79,600 278,600

車両運
搬具

799,404 441,409 357,995

工具器
具備品

171,186 101,792 69,394

ソフト
ウェア

66,410 49,358 17,052

合計 1,395,202 672,160 723,042

１．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

建物 358,200 67,660 290,540

車両運
搬具

1,082,766 550,135 532,631

工具器
具備品

226,773 136,891 89,882

ソフト
ウェア

66,410 42,717 23,693

合計 1,734,150 797,403 936,747

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 275,853千円

１年超 677,891

合計 953,744

１年内 214,338千円

１年超 508,704

合計 723,042

１年内 290,504千円

１年超 646,243

合計 936,747

（注）　リース物件の取得価額相当額

及び未経過リース料中間期末残

高相当額の算定は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

によっております。

同　　　　左 （注）　リース物件の取得価額相当額

及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっておりま

す。

(3)支払リース料（減価償却費相当

額）、リース資産減損勘定の取

崩及び減損損失

(3)支払リース料（減価償却費相当

額）、リース資産減損勘定の取

崩及び減損損失

(3)支払リース料（減価償却費相当

額）、リース資産減損勘定の取

崩及び減損損失

支払リース料 144,738千円 支払リース料 114,292千円 支払リース料 290,298千円

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 
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項　　目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．貸主側

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器
具備品

15,567 9,238 6,328

合計 15,567 9,238 6,328

２．貸主側

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器
具備品

15,567 11,809 3,757

合計 15,567 11,809 3,757

２．貸主側

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器
具備品

15,567 10,768 4,799

合計 15,567 10,768 4,799

（注）　おおむね同一の条件で第三者

にリースする転貸リース以外

の転貸リースによるものであ

ります。

同　　　　左 同　　　　左

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内      2,594千円

１年超 7,567

合計 10,162

１年内 2,594千円

１年超 4,972

合計 7,567

１年内    2,594千円

１年超 6,270

合計 8,864

（注）　リース物件の取得価額相当額

及び未経過リース料中間期末残

高相当額の算定は、未経過リー

ス料中間期末残高及び見積残存

価額の中間期末残高の合計額が、

営業債権の中間期末残高等に占

める割合が低いため、受取利子

込み法によっております。

同　　　　左 （注）　リース物件の取得価額相当額

及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、未経過リース料

期末残高相当額及び見積残存価

額の期末残高の合計額が、営業

債権の期末残高等に占める割合

が低いため、受取利子込み法に

よっております。

(3)受取リース料及び減価償却費相

当額

受取リース料  　 1,297千円

減価償却費相当額 1,529千円

(3)受取リース料及び減価償却費相

当額

受取リース料　 　1,297千円

減価償却費相当額 1,041千円

(3)受取リース料及び減価償却費相

当額

 受取リース料   　2,594千円

減価償却費相当額 3,058千円

２．オペレーティン

グ・リース取引

(1)借主側未経過リース料

１年内      430,257千円

１年超 891,059

合計 1,321,316

(1)借主側未経過リース料

１年内      430,257千円

１年超 459,002

合計 889,259

(1）借主側未経過リース料

１年内      427,649千円

１年超 675,030

合計 1,102,679

(2)貸主側未経過リース料 (2)貸主側未経過リース料 (2）貸主側未経過リース料

１年内      109,404千円

１年超 120,981

合計 230,385

１年内 92,595千円

１年超 47,646

合計 140,241

１年内 109,404千円

１年超 66,279

合計 175,683

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 
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②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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