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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 6,566 ― 416 ― 20 ― △681 ―

20年3月期第3四半期 6,251 41.5 464 79.9 243 5.1 195 109.9

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3四半期 △43,521.62 ―

20年3月期第3四半期 12,650.24 12,560.87

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3四半期 13,009 3,151 24.2 201,346.51
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3四半期  3,151百万円 20年3月期  4,024百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 7,999 △3.6 504 △5.1 53 ― △676 ― △43,228.05

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）  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。]  

(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） 

[(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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載されいている業績予想は、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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 2 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  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3四半期  ―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3四半期  15,650株 20年3月期第3四半期  15,460株
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当第３四半期におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した米国経済の悪化が、

世界規模となる金融市場の混乱や株価の下落へと発展したことから、企業の倒産、業績の下方修正等が相

次ぎ厳しい経済環境となっており、回復の見込みすら予測できない状況下にあります。 

 当社グループが主な事業とする不動産業界も、住宅投資や企業の設備投資は一層減少する傾向にあり、

年度末に向けて予断を許さない状況であります。 

 このような状況下で、企業集団として不動産賃貸関連事業に経営資源を集中させるため、当社連結子会

社である株式会社シュテルン武蔵野の全株式を売却しております。 

 当社グループの連結業績は売上高で前年同期比5.0％増収の6,566,978千円、営業利益は前年同期比

10.4％減益の416,038千円、経常利益は前年同期比91.4％減益の20,943千円、四半期当期純損失は、

681,113千円と前年同期と比べ876,686千円の悪化となりました。 

  
〔不動産賃貸関連事業〕 

不動産賃貸関連事業は、前期中に取り組みを始めた案件が期首から売上貢献しているため、売上

高、営業利益とも増加となっております。また新規物件として東京都西多摩郡瑞穂町に１物件（遊戯

施設）、東京都東大和市に２物件（遊戯施設、店舗）を取得しております。 

  その結果、売上高は前年同期比8.6％増収の4,787,143千円、営業利益は前年同期比12.0％増益の

405,376千円となりました。 

  なお、当社連結子会社である特定目的会社LC1の優先出資権について自己信託の方法により、当社

を委託者兼受託者として第三者に対し受益権を設定し、譲渡しております。これにより特定目的会社

LC1は平成20年10月をもって当社連結子会社の対象外となっております。 

  
〔自動車販売関連事業〕 

自動車販売関連事業は、米国市場をはじめとする海外の自動車販売事業の急激な冷え込みが国内自

動車メーカーにも波及し、国内市場全体が厳しい状態となりました。その結果、売上高は前年同期比

3.5％減収の1,777,855千円、営業利益は前年同期比4.6％減益の98,226千円となりました。尚、子会

社である株式会社シュテルン武蔵野は平成20年11月までの業績を連結業績として取り込んでおりま

す。 

  
〔その他事業〕 

その他事業は、関連業務で若干の収益計上がありました。 

  

流動資産、固定資産いずれの変動も連結子会社の異動により株式会社シュテルン武蔵野及び特定目的

会社LC1が連結子会社対象外となったことが主な要因であります。 

流動資産は前連結会計年度末に比べて60.6％減少し、1,201,513千円となりました。これは現金及び預

金が669,715千円、商品及び製品が300,946千円、預け金が467,068千円減少したこと等が主な要因であ

ります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて51.8％減少し、11,807,650千円となりました。これは、建物及

び構築物が4,027,878千円、土地が8,911,473千円減少した等によるものであります。 

 この結果総資産は前連結会計年度末に比べて52.8％減少し、13,009,163千円となりました。 

流動負債、固定負債いずれの変動も連結子会社の異動による要因が主なもので、流動負債は前連結会

計年度末に比べて57.6％減少し、2,585,358千円となりました。これは短期借入金が4,162,880千円の減

少があった一方で、１年内返済予定の長期借入金が942,852千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55.0％減少し、7,272,731千円となりました。これは社債が

2,379,000千円、長期借入金が6,248,332千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55.7％減少し、9,858,090千円となりました。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べて40.8％減少し、3,151,072千円となりました。いずれも連

結子会社の異動によるもので主に利益剰余金が739,495千円、少数株主持分1,294,827千円減少したこと

によります。 

  

平成21年１月30日付け「平成21年３月期業績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。 

  
  

連結除外：特定目的会社ＬＣ１ 

前期末において当社の連結子会社であった特定目的会社ＬＣ１は、平成20年10月28日付けで自己信託
及び優先出資権の受益権を譲渡したことにより連結子会社の対象外となりました。 

連結除外：株式会社シュテルン武蔵野 

前期末において当社の連結子会社であった株式会社シュテルン武蔵野は、平成20年11月28日付けで当
社が所有する全株式（発行済株式総数及び議決権の総数に対する割合はいずれも100％）を譲渡した
ことにより連結子会社の対象外となりました。 

  

１．当第３四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。 
  

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。 

  

（純資産）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

（主要な連結子会社の異動）

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 717,072 1,386,788

受取手形及び売掛金 24,526 100,545

有価証券 2,037 9,981

商品及び製品 － 300,946

仕掛品 － 3,174

原材料及び貯蔵品 132 13,569

繰延税金資産 81,084 37,036

預け金 － 467,068

その他 392,608 740,850

貸倒引当金 △15,948 △7,091

流動資産合計 1,201,513 3,052,869

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,436,363 8,464,241

土地 3,000,238 11,911,711

建設仮勘定 47,001 151,605

その他（純額） 8,467 13,984

有形固定資産合計 7,492,070 20,541,542

無形固定資産   

借地権 443,805 －

のれん 41,049 364,352

その他 2,837 6,572

無形固定資産合計 487,693 370,925

投資その他の資産   

投資有価証券 41,370 221,173

繰延税金資産 17,564 60,768

敷金及び保証金 2,894,612 2,786,380

投資不動産 72,083 79,446

その他 802,255 462,673

貸倒引当金 － △7,701

投資その他の資産合計 3,827,886 3,602,741

固定資産合計 11,807,650 24,515,209

資産合計 13,009,163 27,568,079

4

㈱ロジコム(８９３８)平成21年３月期 第３四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 11,994 54,761

短期借入金 400,000 4,562,880

1年内返済予定の長期借入金 1,338,899 396,046

1年内償還予定の社債 98,000 148,000

未払法人税等 33,825 30,233

賞与引当金 14,112 30,581

その他 688,527 872,527

流動負債合計 2,585,358 6,095,031

固定負債   

社債 754,000 3,133,000

長期借入金 3,084,368 9,332,700

繰延税金負債 － 10,411

役員退職慰労引当金 － 17,330

負ののれん － 116,001

長期預り敷金保証金 3,218,008 3,300,750

その他 216,355 243,416

固定負債合計 7,272,731 16,153,609

負債合計 9,858,090 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 1,950,240 2,689,736

株主資本合計 3,285,180 4,024,676

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,691 △6,930

為替換算調整勘定 △123,416 6,864

評価・換算差額等合計 △134,107 △65

少数株主持分 － 1,294,827

純資産合計 3,151,072 5,319,438

負債純資産合計 13,009,163 27,568,079
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,566,978

売上原価 5,254,038

売上総利益 1,312,940

販売費及び一般管理費 896,901

営業利益 416,038

営業外収益  

受取利息 8,882

受取配当金 1,856

有価証券利息 2,038

持分法による投資利益 66,284

負ののれん償却額 24,857

その他 26,896

営業外収益合計 130,815

営業外費用  

支払利息 399,127

社債発行費償却 14,068

資金調達費用 71,900

投資有価証券評価損 29,069

その他 11,746

営業外費用合計 525,911

経常利益 20,943

特別利益  

固定資産売却益 33,431

保険解約返戻金 12,699

子会社株式売却益 148,010

受取保険金 3,384

受取和解金 2,108

その他 1,721

特別利益合計 201,355

特別損失  

前期損益修正損 679

固定資産売却損 1,193

固定資産除却損 10,134

投資有価証券評価損 7,364

減損損失 553,795

事業撤退損 202,029

関係会社支援損 10,000

特別損失合計 785,195

税金等調整前四半期純損失（△） △562,896

法人税等合計 68,466

少数株主利益 49,750

四半期純損失（△） △681,113
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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。 

  

該当事項なし 

 
(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 

   

 
(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 

 
(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。 

  

該当事項なし 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31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
事業 
(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 4,787,143 1,777,855 1,980 6,566,978 ─ 6,566,978

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

8,318 ─ ─ 8,318 (8,318) ─

計 4,795,461 1,777,855 1,980 6,575,296 (8,318) 6,566,978

 営業利益 405,376 98,226 (3,133) 500,469 (84,430) 416,038

(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)その他事業 ・・・・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３四半期累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31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 6,324,623 242,354 6,566,978 ─ 6,566,978

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 6,324,623 242,354 6,566,978 ─ 6,566,978

営業利益 468,767 23,383 492,150 (76,111) 416,038

【海外売上高】

当第３四半期累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)

米国 計

Ⅰ 海外売上高 (千円) 242,354 242,354

Ⅱ 連結売上高 (千円) 6,566,978

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 3.7 3.7

(5) 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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（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考資料」

科  目

前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期）

金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,251,705

Ⅱ 売上原価 5,045,001

   売上総利益 1,206,704

Ⅲ 販売費及び一般管理費 742,132

   営業利益 464,572

Ⅳ 営業外収益 96,797

Ⅴ 営業外費用 317,529

   経常利益 243,840

Ⅵ 特別利益 496,262

Ⅶ 特別損失 206,931

    税金等調整前四半期純利益 533,171

    法人税等 302,191

    少数株主持分 35,407

    四半期純利益 195,572
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