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平成 22 年 6 月 4 日 
各 位 

会 社 名    株式会社ロジコム 
代表者名    代表取締役社長 本荘 良一 
（コード 8938 大証ヘラクレス G ） 

問合せ先  取締役管理部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
涌井 弘行  

（TEL．042-565-2111） 
 

（訂正）「平成 22 年 3 月期決算短信」の一部訂正について 
 

平成 22 年 5 月 14 日に公表いたしました「平成 22 年 3 月期 決算短信」において、一部
訂正がございますので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正前と訂正後を表示し、
訂正箇所には下線を付して表示しております。  
 

記 

■訂正箇所 
（37 ページ） 

４．連結財務諸表 

注記事項 

（金融商品関係） 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

２．金融商品の時価等に関する事項 

【訂正前】 

 連結貸借対照表

計上額（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)現金及び預金 815,345 815,345 －

(2)受取手形及び売掛金 135,259 135,259 －

(3)有価証券及び投資有価証券 55,337 55,337 －

(4)長期貸付金 355,474 355,862 388

   貸倒引当金(*) △11,125 △11,125 －

  資産計 1,350,290 1,350,679 388

(1)支払手形及び買掛金 232,996 232,996 －

(2)短期借入金 425,189 425,189 －

(3)社債 735,000 742,110 7,110

(4)長期借入金 3,914,770 4,024,217 109,446

(5)デリバティブ取引 － － －

負債計 5,307,957 5,424,514 116,556

【訂正後】 

 連結貸借対照表

計上額（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)現金及び預金 815,345 815,345 －

(2)受取手形及び売掛金 135,259 135,259 －

(3)有価証券及び投資有価証券 54,905 54,905 －

(4)長期貸付金 355,474 355,862 388

   貸倒引当金(*) △11,125 △11,125 －

  資産計 1,349,858 1,350,247 388

(1)支払手形及び買掛金 232,996 232,996 －

(2)短期借入金 425,189 425,189 －

(3)社債 735,000 742,110 7,110

(4)長期借入金 3,914,770 4,024,217 109,446

(5)デリバティブ取引 － － －

負債計 5,307,957 5,424,514 116,556
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４．連結財務諸表 

注記事項 

（有価証券関係） 

当連結会計年度(平成 22 年３月 31 日) 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

【訂正前】 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

債券   

 その他 11,246 15,071 － － 

【訂正後】 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

債券   

 その他 32,475 37,050 － － 
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４．連結財務諸表 

注記事項 

（退職給付関係） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  (省略) 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在） 

  
東京倉庫業 
厚生年金基金 

年金資産の額  44,666,138千円

年金財政計算上の給付 
債務の額  

51,353,774千円

差引額 △6,687,636千円
 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  (省略) 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成21年３月31日現在） 

  
東京倉庫業 
厚生年金基金 

年金資産の額  33,747千円

年金財政計算上の給付 
債務の額  

43,847千円

差引額 △10,100千円
 

  

【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  (省略) 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在） 

  
東京倉庫業 
厚生年金基金 

年金資産の額  44,666,138千円

年金財政計算上の給付 
債務の額  

51,353,774千円

差引額 △6,687,636千円
 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  (省略) 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成21年３月31日現在） 

  
東京倉庫業 
厚生年金基金 

年金資産の額  33,747,058千円

年金財政計算上の給付 
債務の額  

43,847,812千円

差引額 △10,100,754千円
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４．連結財務諸表 

注記事項 

（税効果会計関係） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

繰越欠損金 525,658千円

有形固定資産 34,246千円

減損損失 194,842千円

未払事業税 570千円

賞与引当金 11,390千円

投資有価証券 38,752千円

関係会社支援損 33,875千円

その他有価証券評価差額金 245千円

その他 37,446千円

繰延税金資産小計 877,207千円

評価性引当額 △739,177千円

繰延税金資産合計 138,030千円

繰延税金負債 

在外子会社留保利益 △2,486千円

その他 △16,333千円

繰延税金負債合計 △18,819千円

繰延税金資産の純額 119,211千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

繰越欠損金 256,159千円

有形固定資産 45,251千円

減損損失 194,628千円

未払事業税 1,449千円

賞与引当金 12,073千円

投資有価証券 35,691千円

関係会社支援損 35,269千円

その他 28,361千円

繰延税金資産小計 608,885千円

評価性引当額 △504,865千円

繰延税金資産合計 104,019千円

繰延税金負債 

在外子会社留保利益 △7,016千円

有価証券評価差額 311千円

その他 △18,660千円

繰延税金負債合計 △25,365千円

繰延税金資産の純額 78,654千円
 

【訂正後】 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

繰越欠損金 525,658千円

有形固定資産 34,246千円

減損損失 194,842千円

未払事業税 570千円

賞与引当金 11,390千円

投資有価証券 38,752千円

関係会社支援損 33,875千円

その他有価証券評価差額金 245千円

その他 37,446千円

繰延税金資産小計 877,207千円

評価性引当額 △739,177千円

繰延税金資産合計 138,030千円

繰延税金負債 

在外子会社留保利益 △2,486千円

その他 △16,333千円

繰延税金負債合計 △18,819千円

繰延税金資産の純額 119,211千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

繰越欠損金 256,159千円

有形固定資産 45,251千円

減損損失 194,628千円

未払事業税 1,449千円

賞与引当金 12,073千円

投資有価証券 35,691千円

関係会社支援損 35,269千円

その他 28,361千円

繰延税金資産小計 608,885千円

評価性引当額 △504,865千円

繰延税金資産合計 104,019千円

繰延税金負債 

在外子会社留保利益 △7,016千円

その他有価証券評価差額金 △311千円

その他 △18,037千円

繰延税金負債合計 △25,365千円

繰延税金資産の純額 78,654千円
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４．連結財務諸表 

注記事項 

（企業結合等関係） 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

６．企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算

書に影響を及ぼす影響の概算額 

【訂正前】 

売上高 5,766,330 千円

営業損失 19,238 千円

経常損失 151,260 千円

税金等調整前当期純利益 126,904 千円

当期純損失 146,319 千円

１株当たり当期純損失 8,633 円 93 円

【訂正後】 

売上高 5,766,330 千円

営業損失 19,238 千円

経常損失 151,260 千円

税金等調整前当期純損失 126,904 千円

当期純損失 146,319 千円

１株当たり当期純損失 8,633 円 93 銭

 

（52 ページ） 

４．連結財務諸表 

注記事項 

（賃貸等不動産関係） 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

【訂正前】 

用 途 
連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の

時価(千円) 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

賃貸倉庫 201,381 △13,526 187,855 218,100

賃貸店舗 3,021,601 △610,402 2,411,199 3,852,000

賃貸住宅 761,168 32,151 793,319 788,000

そ の 他 2,585,287 △49,945 2,535,341 3,168,250

合  計 6,569,439 △641,722 5,927,716 8,026,350

【訂正後】 

用 途 
連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の

時価(千円) 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

賃貸倉庫 201,381 △13,526 187,855 218,100

賃貸店舗 3,021,601 △610,402 2,411,199 3,852,000

賃貸住宅 761,168 32,151 793,319 788,000

そ の 他 2,495,086 △51,005 2,444,080 3,168,250

合  計 6,479,238 △642,782 5,836,455 8,026,350
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５．個別財務諸表 

注記事項 

（税効果会計関係） 

【訂正前】 

前事業年度 
（平成21年３月31日) 

当事業年度 
（平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

繰越欠損金 278,612千円

賞与引当金 11,390千円

投資有価証券 37,105千円

未払事業税 570千円

法定福利費 1,661千円

減価償却費 9,201千円

減損損失 194,842千円

建設協力金 13,237千円

その他有価証券評価差額金 245千円

その他 683千円

繰延税金資産小計 547,501千円

評価性引当額 △532,999千円

繰延税金資産合計 14,501千円

繰延税金資産の純額 14,501千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

税引前当期純損失であるため記載を省略しておりま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 

繰越欠損金 232,440千円

賞与引当金 12,073千円

貸倒引当金 1,482千円

投資有価証券 35,348千円

未払事業税 1,449千円

法定福利費 1,767千円

減価償却費 27,605千円

減損損失 194,628千円

建設協力金 14,628千円

その他有価証券評価差額金 －千円

その他 517千円

繰延税金資産小計 521,942千円

評価性引当額 △504,865千円

繰延税金資産合計 17,077千円

繰延税金資産の純額 17,077千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.68％

調整 

繰越欠損金 △52.94％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

6.76％

評価性引当額の増減 12.13％

過年度法人税の還付 △19.26％

受取配当金等の益金不算入額 △41.11％

その他 4.34％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

△48.84％
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【訂正後】 

前事業年度 
（平成21年３月31日) 

当事業年度 
（平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

繰越欠損金 278,612千円

賞与引当金 11,390千円

投資有価証券 37,105千円

未払事業税 570千円

法定福利費 1,661千円

減価償却費 9,201千円

減損損失 194,842千円

建設協力金 13,237千円

その他有価証券評価差額金 245千円

その他 683千円

繰延税金資産小計 547,501千円

評価性引当額 △532,999千円

繰延税金資産合計 14,501千円

繰延税金資産の純額 14,501千円

 

 

 

 

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

税引前当期純損失であるため記載を省略しておりま

す。  

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産  

繰越欠損金 232,440千円

賞与引当金 12,073千円

貸倒引当金 1,482千円

投資有価証券 35,348千円

未払事業税 1,449千円

法定福利費 1,767千円

減価償却費 27,605千円

減損損失 194,628千円

建設協力金 14,628千円

その他有価証券評価差額金 －千円

その他 517千円

繰延税金資産小計 521,942千円

評価性引当額 △504,865千円

繰延税金負債との相殺 △302千円

繰延税金資産合計 16,774千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △311千円

繰延税金資産との相殺 302千円

繰延税金負債合計 △8千円

繰延税金資産の純額 16,766千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.68％

調整 

繰越欠損金 △52.94％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

6.76％

評価性引当額の増減 12.13％

過年度法人税の還付 △19.26％

受取配当金等の益金不算入額 △41.11％

その他 4.90％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

△48.84％
 

以上 


