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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,347 △36.8 14 △88.3 △3 ― 3 ―

21年3月期第1四半期 2,132 ― 123 ― △59 ― △616 ―

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

22年3月期第1四半期 194.28 ―

21年3月期第1四半期 △39,367.25 ―

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

22年3月期第1四半期 12,068 2,696 22.3 172,275.86
21年3月期 11,950 2,610 21.8 166,821.31

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,696百万円 21年3月期  2,610百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

2,842 △51.0 78 ― △27 ― △30 ― △1,953.50

通期 6,086 △23.8 373 △21.6 166 ― 148 ― 9,470.60
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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  

(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 

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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―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） 22年3月期第1四半期 15,650株 21年3月期  15,650株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 15,650株 21年3月期第1四半期 15,650株

2



当第１四半期におけるわが国の経済は、世界的な経済不況が解消されない厳しい状況に加えて政局の混

乱等により効果的な経済政策が打てない状況の中、企業の自助努力による体質改善にとどまり、依然「回

復」には至っていない状況にあります。 

 当社グループが主たる事業とする不動産業界も、業績悪化、信用収縮による資金の先細り等により企業

の倒産に歯止めがかからない厳しい状況にあります。 

 このような状況下で、当社は賃貸物件の空床率を下げるためのテナント誘致に営業力を集中させる一

方、業界の厳しいこの時期をビジネスチャンスととらえ管理物件の増加を目指して努力しております。 

 その結果、当社グループの連結業績は売上高で前年同四半期比36.8％減収の1,347,268千円、営業利益

は前年同四半期比88.3％減益の14,382千円、経常損失は3,717千円（前年同四半期も経常損失）、四半期

純利益は、3,040千円（前年同四半期は四半期純損失）となりました。 

 また、事業の種類別セグメントにおける「自動車販売関連事業」は、その事業主体であった連結子会社

（株式会社シュテルン武蔵野）を前連結会計年度中に売却したことにより、セグメントを削除しておりま

す。 

  

不動産賃貸関連事業は、特定目的会社ＬＣ１が連結子会社から外れたこと並びに製造業における生産

規模縮小、在庫圧縮等がそのまま流通業界に打撃を与え、物流拠点の統廃合及び撤退等により倉庫物件

の解約が発生しました。 

 その結果、売上高は前年同四半期比16.8％減収の1,312,670千円、営業利益は前年同四半期比71.7％

減益の31,362千円となりました。 

  

その他事業は、新たに取り組んできましたプール事業等、工事の受注が数件実現できたことにより若

干の収益計上がありました。 

 その結果、売上高は34,597千円、営業損失は635千円となりました。 

  

  

流動資産は前連結会計年度末に比べて5.6％増加し980,370千円となりました。これは現金及び預金が

78,776千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0.6％増加し11,087,877千円となりました。 

 この結果総資産は前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、12,068,247千円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べて5.5％増加し、2,397,362千円となりました。これは１年内返済

予定の長期借入金の75,964千円の減少があった一方で、短期借入金が221,000千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1.3％減少し、6,974,767千円となりました。これは社債が

30,000千円、長期預り敷金保証金が42,329千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、9,372,130千円となりました。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて3.3％増加し、2,696,117千円となりました。これは為替換算

調整勘定が81,139千円増加したことによります。 

  

・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

〔不動産賃貸関連事業〕

〔その他事業〕

2. 連結財政状態に関する定性的情報

 (資産)

 (負債)

 (純資産)
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平成21年５月15日付け「平成21年３月期決算短信」で発表しました業績予想に変更はありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

  

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末に算定したものと著しい変化ないもの
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。 
  

  

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より
適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分についての成果の確実性が認
められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の工事に
ついては工事完成基準を適用しております。 
 なお、当該会計基準に該当する工事契約はありませんでした。 
  

  

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)

(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

㈱ロジコム（8938）平成22年3月期 第1四半期決算短信

4



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 593,681 514,905

受取手形及び売掛金 27,019 17,186

有価証券 3,759 2,169

原材料及び貯蔵品 208 179

繰延税金資産 35,281 33,690

その他 324,298 363,377

貸倒引当金 △3,878 △2,831

流動資産合計 980,370 928,676

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,218,453 4,184,332

土地 2,522,186 2,487,800

建設仮勘定 45,744 45,744

その他（純額） 7,194 7,520

有形固定資産合計 6,793,578 6,725,397

無形固定資産   

借地権 430,517 437,161

のれん 29,199 31,569

その他 2,368 2,603

無形固定資産合計 462,085 471,334

投資その他の資産   

投資有価証券 49,134 39,676

長期貸付金 366,928 366,924

繰延税金資産 91,981 85,520

敷金及び保証金 2,862,520 2,868,691

投資不動産 68,366 63,355

その他 393,280 400,923

投資その他の資産合計 3,832,212 3,825,092

固定資産合計 11,087,877 11,021,824

資産合計 12,068,247 11,950,501

㈱ロジコム（8938）平成22年3月期 第1四半期決算短信

5



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,586 18,131

短期借入金 521,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,228,919 1,304,884

1年内償還予定の社債 98,000 98,000

未払法人税等 1,320 2,221

賞与引当金 15,625 28,000

その他 517,911 520,450

流動負債合計 2,397,362 2,271,688

固定負債   

社債 705,000 735,000

長期借入金 2,932,539 2,953,636

繰延税金負債 637 －

長期預り敷金保証金 3,121,927 3,164,256

その他 214,663 215,166

固定負債合計 6,974,767 7,068,059

負債合計 9,372,130 9,339,747

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 1,540,624 1,537,583

株主資本合計 2,875,563 2,872,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,707 △2,891

為替換算調整勘定 △177,738 △258,877

評価・換算差額等合計 △179,446 △261,769

純資産合計 2,696,117 2,610,753

負債純資産合計 12,068,247 11,950,501
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,132,394 1,347,268

売上原価 1,730,412 1,148,047

売上総利益 401,982 199,221

販売費及び一般管理費 278,904 184,838

営業利益 123,077 14,382

営業外収益   

受取利息 1,924 4,036

受取配当金 1,294 265

有価証券利息 1,285 17

有価証券評価益 3,139 6,886

持分法による投資利益 68,015 －

負ののれん償却額 8,285 －

違約金収入 － 14,367

その他 4,261 11,165

営業外収益合計 88,206 36,738

営業外費用   

支払利息 168,147 54,032

社債発行費償却 14,068 －

資金調達費用 66,500 －

持分法による投資損失 － 757

その他 22,047 47

営業外費用合計 270,763 54,838

経常損失（△） △59,479 △3,717

特別利益   

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 －

受取和解金 － 6,500

その他 565 518

特別利益合計 38,883 7,018

特別損失   

固定資産除却損 － 79

減損損失 503,795 －

特別損失合計 503,795 79

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△524,391 3,221

法人税等 71,536 181

少数株主利益 20,169 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △616,097 3,040
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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 

 
  

全セグメントの売上高の合計、営業利益及びセグメントの資産の金額の合計に占める不動産賃貸

関連事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別ゼグメント情報の記載を省略して

おります。 

  

 
(注)  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  

 
(注)  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第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)

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 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

 営業利益又は営業損失(△) 110,888 46,597 △ 771 156,714 (33,636) 123,077

(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

当第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日)

【所在地別セグメント情報】

前第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)

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

当第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21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 1,276,146 71,122 1,347,268 ─ 1,347,268

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 1,276,146 71,122 1,347,268 ─ 1,347,268

営業利益 18,710 11,115 29,826 (15,443) 14,382
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(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。 

  

 
(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 
  

【海外売上高】

前第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)

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

当第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日)

米国 計

Ⅰ 海外売上高 (千円) 71,122 71,122

Ⅱ 連結売上高 (千円) 1,347,268

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 5.3 5.3

(6) 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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