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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(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 ％

21年３月期第１四半期 2,132 ( ─ ) 123 (  ─  ) △ 59 (  ─  ) △ 616 ( ─ )

20年３月期第１四半期 2,006 (58.7) 83 (△29.1) 46 (△41.4) 4 (△90.4)

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

21年３月期第１四半期 △ 39,367 25 ─ ─

20年３月期第１四半期 279 75 277 56

　(2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 26,774 4,448 12.3 200,209 08

20年３月期 27,568 5,319 14.6 257,163 61
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 3,290百万円 20年３月期 4,024百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 4,500 00 4,500 00

21年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
0 00

21年３月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純損失
１株当たり
当期純損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 4,403 ─ 292 ─ △ 51 ─ △ 554 ─ △ 35,452 42

通期 8,884 7.1 716 34.9 175 ─ △ 537 ─ △ 34,330 45
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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4. その他

(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

　 [新規 －社 (社名 )  除外 －社 (社名 )]

　

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年３月期第１四半期 15,650株 20年３月期 15,650株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 －株 20年３月期 －株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 15,650株 20年３月期第１四半期 15,452株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績
は様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国の経済は、米国におけるサブライムローン問題による国際金融市場の混乱が

続いており、景気の先行きに依然不透明感が漂っております。

　当社グループが主な事業とする不動産業界も、前述の金融市場の影響を受けて資金の引き揚げ等が目につ

き、業界全体に停滞感がみられます。

　このような状況下で当社グループは主力であるサブリース物件の利益率の向上に向け様々なコスト見直し

等、業務の効率化に取り組んでまいりました。

　その結果、当第１四半期の連結業績は売上高で前年同期比6.3％増収の2,132,394千円、営業利益は前年同

期比46.9％増益の123,077千円、経常損失は59,479千円（前年同期46,941千円の経常利益）となり前年同期比

226.7％の減益、四半期当期純損失は匿名投資事業の減損損失があり、616,097千円と前年同期と比べ620,420

千円悪化となりました。

〔不動産賃貸関連事業〕
不動産賃貸関連事業は、前期より取り組んでまいりました札幌市を中心とする特定目的会社ＬＣ１が

期首から売上貢献しているため売上、営業利益とも増加となっておりますが、匿名投資事業の四谷４丁

目開発に関して減損処理を行いました。その結果売上高は前年同期比18.1％増収の1,577,190千円、営業

利益は前年同期比75.6％増益の110,888千円となりました。

〔自動車販売関連事業〕
自動車販売関連事業は、新車、中古車ともに２年続けて販売台数が前年割れする国内市場のもと期待

していた企業の駆け込み需要等もなく、株式会社シュテルン武蔵野も苦戦をしいられております。その

結果売上高は、前年同期比17.3％減収の555,204千円、営業利益は前年同期比6.0％減益の46,597千円と

なりました。

〔その他事業〕
その他事業は、株式会社ファニチャープランニングが事業化へ向けての準備期間であり、収益化に至

っておりません。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産）

流動資産は前連結会計年度末に比べて5.8％増加し、3,230,545千円となりました。これは現金および預

金が267,644千円増加したことが主な要因であります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べて4.0％減少し、23,544,037千円となりました。これは匿名投資事業

の四谷４丁目開発の減損処理により土地が355,116千円、のれんが229,181千円減少したこと等によります。

　この結果総資産は前連結会計年度末に比べて2.9％減少し、26,774,582千円となりました。

（負債）

流動負債は前連結会計年度末に比べて154.5％増加し、15,510,117千円となりました。これは１年内返済

予定長期借入金が6,690,989千円、１年内償還予定社債が2,450,000千円増加したこと等によります。

固定負債は前連結会計年度末に比べて57.8％減少し、6,816,194千円となりました。これは社債が

2,330,000千円、長期借入金が6,898,387千円減少したこと等によります。

　この結果負債合計は前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、22,326,312千円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて16.4％減少し、4,448,269千円となりました。これは主に利益

剰余金が734,622千円減少したことによります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成20年７月23日付け「平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想の修正並びに配当予想の

修正に関するお知らせ」で発表しました業績予想に変更はありません。

― 3 ―

決算短信 2008年07月31日 15時16分 92562xe01_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ロジコム(8938)平成21年３月期 第１四半期決算短信

4. その他
(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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度に算定したものと著しい変化がないもの

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．四半期会計期間に係る法人税等については、見積実効税率による方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,654,432 1,386,788

受取手形及び売掛金 155,287 100,545

有価証券 9,984 9,981

商品及び製品 171,995 300,946

仕掛品 355 3,174

原材料及び貯蔵品 12,048 13,569

繰延税金資産 33,537 37,036

預け金 － 467,068

その他 1,197,074 740,850

貸倒引当金 △4,171 △7,091

流動資産合計 3,230,545 3,052,869

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,179,093 8,464,241

土地 11,556,594 11,911,711

建設仮勘定 160,369 151,605

その他（純額） 15,511 13,984

有形固定資産合計 19,911,569 20,541,542

無形固定資産

のれん 135,171 364,352

その他 6,314 6,572

無形固定資産合計 141,486 370,925

投資その他の資産

投資有価証券 137,192 221,173

繰延税金資産 34,976 60,768

敷金及び保証金 2,741,378 2,786,380

投資不動産 69,730 79,446

その他 515,404 462,673

貸倒引当金 △7,701 △7,701

投資その他の資産合計 3,490,981 3,602,741

固定資産合計 23,544,037 24,515,209

資産合計 26,774,582 27,568,079
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 116,821 54,761

短期借入金 4,454,895 4,562,880

1年内返済予定の長期借入金 7,087,035 396,046

1年内償還予定の社債 2,598,000 148,000

未払法人税等 55,409 30,233

賞与引当金 56,422 30,581

その他 1,141,531 872,527

流動負債合計 15,510,117 6,095,031

固定負債

社債 803,000 3,133,000

長期借入金 2,434,312 9,332,700

繰延税金負債 10,400 10,411

役員退職慰労引当金 － 17,330

退職給付引当金 1,396 －

負ののれん 107,715 116,001

長期預り敷金保証金 3,239,672 3,300,750

その他 219,697 243,416

固定負債合計 6,816,194 16,153,609

負債合計 22,326,312 22,248,641

純資産の部

株主資本

資本金 686,000 686,000

資本剰余金 648,939 648,939

利益剰余金 1,955,114 2,689,736

株主資本合計 3,290,054 4,024,676

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,998 △6,930

為替換算調整勘定 △149,783 6,864

評価・換算差額等合計 △156,781 △65

少数株主持分 1,314,997 1,294,827

純資産合計 4,448,269 5,319,438

負債純資産 26,774,582 27,568,079
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(2) 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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,132,394

売上原価 1,730,412

売上総利益 401,982

販売費及び一般管理費 278,904

営業利益 123,077

受取利息 1,924

受取配当金 1,294

有価証券利息 1,285

有価証券評価益 3,139

持分法による投資利益 68,015

負ののれん償却額 8,285

その他 4,261

営業外収益合計 88,206

支払利息 168,147

社債発行費償却 14,068

資金調達費用 66,500

その他 22,047

営業外費用合計 270,763

経常利益 △59,479

固定資産売却益 28,641

貸倒引当金戻入額 3,648

保険解約返戻金 6,027

その他 565

特別利益合計 38,883

減損損失 503,795

特別損失合計 503,795

税金等調整前四半期純利益 △524,391

法人税等合計 71,536

少数株主利益 20,169

四半期純利益 △616,097
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注記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし
(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

不動産賃貸
関連事業
(千円)

自動車販売
関連事業
(千円)

その他
計

(千円)
消去又は全社

(千円)
連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,577,190 555,204 ─ 2,132,394 ─ 2,132,394

(2) セグメント間の内部売上高
　 又は振替高

300 ─ ─ 300 (300) ─

計 1,577,490 555,204 ─ 2,132,694 (300) 2,132,394

　営業利益 110,888 46,597 (771) 156,714 (33,636) 123,077

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業の主な内容

(1)不動産賃貸関連事業 ・・・・倉庫、店舗、駐車場等のサブリース

(2)自動車販売関連事業 ・・・・自動車販売及び修理

(3)その他 ・・・・家具インテリア用品輸入販売

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

日本
(千円)

米国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 2,056,080 76,314 2,132,394 ─ 2,132,394

(2) セグメント間の内部売上高
　 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,056,080 76,314 2,132,394 ─ 2,132,394

営業利益 149,087 7,326 156,414 (33,336) 123,077

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 日本以外の区分に属する主な国または地域

【海外売上高】

当第１四半期累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

米国 計

Ⅰ 海外売上高 (千円) 76,314 76,314

Ⅱ 連結売上高 (千円) 2,132,394

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 3.6 3.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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㈱ロジコム(8938)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前年同四半期

（平成20年３月期第１四半期）

金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,006,348

Ⅱ 売上原価 1,685,874

　 売上総利益 320,473

Ⅲ 販売費及び一般管理費 236,688

　 営業利益 83,784

Ⅳ 営業外収益 20,790

Ⅴ 営業外費用 57,633

　 経常利益 46,941

Ⅵ 特別利益 6,434

Ⅶ 特別損失 47,114

　  税金等調整前四半期純利益 6,261

　  法人税等 1,938

　  四半期純利益 4,322
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