
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
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上場会社名 株式会社ロジコム 上場取引所  大 

コード番号 ８９３８ ＵＲＬ  http://www.logicom.jp 

代表者       （役職名） 代表取締役社長   （氏名）本荘 良一 

問合せ先責任者(役職名） 
取締役管理部 

ゼネラルマネージャー 
（氏名）涌井 弘行 （ＴＥＬ）  042（565）2111 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,511  12.2  16  12.2  △24  －  △244  －

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

  
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 

23年３月期第１四半期  △12,614  78  －  －

22年３月期第１四半期  194  28  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  12,829  2,555  19.7  130,764  65

22年３月期  13,115  2,795  21.1  142,905  33

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,530百万円 22年３月期 2,765百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  3,063  12.6  △39  －  △62  －  △195  －  △10,085  00

通期  7,350  29.8  283  460.8  134  －  4  －  233  48



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．3「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    － 社 （社名                 ）、除外    －   社  （社名            ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 19,350株 22年３月期 19,350株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 19,350株 22年３月期１Ｑ 15,650株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、輸出関連業等一部の業態で持ち直しの感がありました

が、実経済においては不安を抱えたままの状況が続いております。 

当社グループが主たる事業とする不動産賃貸業は、設備投資が抑制されている中、より有利な物件を求める企

業が見られるようになってきました。このような状況下で、空床率の改善に向け新規テナントの獲得の他、新規物

件の獲得を着実に実現できるよう企業活動を進めております。 

  

  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12.2％増収の1,511,888千円、営業利益は前年同

四半期比12.2％増益の16,140千円、経常損失は24,842千円（前年同四半期も経常損失3,717千円）、四半期純損失

は244,095千円（前年同四半期は四半期純利益3,040千円）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、前連結会計年度中に発生した中途解約による空床を埋めきれず、苦戦を強いられてお

ります。一方、㈱ＬＣパートナーズにおいて匿名組合事業におけるリゾートマンションの売上が実現し、収益に

貢献しております。 

 その結果、売上高は前年同四半期比6.6％増収の1,399,691千円、営業利益は前年同四半期比173.8％増益の

85,859千円となりました。 

  

〔建築工事関連事業〕  

 建築工事関連事業は、前連結会計年度中に連結子会社となった国分寺建設㈱により工事収入の収益貢献があり

ました。 

 その結果、売上高は108,914千円、営業損失は18,342千円となりました。 

  

〔その他事業〕  

 その他事業は、プール事業や家具事業の中での派生業務で若干の売上獲得はありましたが、本来業務の新規獲

得には至りませんでした。 

 その結果、売上高は前年同四半期比90.5％減収の3,282千円、営業損失は4,264千円（前年同四半期も営業損失

635千円）となりました。  

  

（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10.1％減少し、2,536,587千円となりました。これは未成工事支出金

123,584千円、現金及び預金72,288千円が減少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ほぼ同水準の10,292,922千円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、12,829,510千円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて3.3％減少し、2,607,140千円となりました。これは支払手形及び買掛金

180,393千円の減少があった一方で、短期借入金が94,100千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0.6％増加し、7,666,456千円となりました。これは社債30,000千円、長

期借入金78,211千円、長期預り敷金保証金33,061千円が減少した一方で、資産除去債務が228,088千円増加した

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0.4％減少し、10,273,597千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて8.6％減少し、2,555,913千円となりました。これは利益剰余金が

244,095千円減少したこと等によります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14日付け「平成22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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  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税金費用の計算 

四半期連結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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

  これにより、営業利益が3,633千円減少、経常損失が同額増加、税金等調整前四半期純損失が108,043千円増

加しております。また当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は228,088千円であります。 

  

②四半期連結損益計算書の表示方法の変更 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しておりま

す。 

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 743,056 815,345

受取手形及び売掛金 76,002 135,259

有価証券 14,012 17,270

商品及び製品 － 4

販売用不動産 1,197,745 1,227,736

未成工事支出金 3,760 127,344

原材料及び貯蔵品 274 302

繰延税金資産 16,774 16,774

その他 495,629 493,474

貸倒引当金 △10,668 △11,125

流動資産合計 2,536,587 2,822,387

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,957,680 3,889,097

土地 2,115,186 2,112,086

建設仮勘定 24,237 47,244

その他（純額） 8,114 7,939

有形固定資産合計 6,105,218 6,056,367

無形固定資産   

借地権 403,941 410,585

のれん 85,199 93,890

その他 5,353 5,858

無形固定資産合計 494,493 510,334

投資その他の資産   

投資有価証券 32,853 38,067

長期貸付金 355,830 355,474

繰延税金資産 63,039 61,879

敷金及び保証金 2,800,203 2,823,201

投資不動産 64,754 64,100

その他 393,148 399,734

貸倒引当金 △16,618 △16,160

投資その他の資産合計 3,693,210 3,726,297

固定資産合計 10,292,922 10,292,999

資産合計 12,829,510 13,115,387
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,603 232,996

短期借入金 519,289 425,189

1年内返済予定の長期借入金 1,130,350 1,174,908

1年内償還予定の社債 198,000 198,000

未払法人税等 3,330 4,878

賞与引当金 16,125 29,680

その他 687,441 629,819

流動負債合計 2,607,140 2,695,473

固定負債   

社債 507,000 537,000

長期借入金 2,661,650 2,739,862

長期預り敷金保証金 2,888,356 2,921,418

資産除去債務 228,088 －

その他 1,381,360 1,426,106

固定負債合計 7,666,456 7,624,387

負債合計 10,273,597 10,319,861

純資産の部   

株主資本   

資本金 794,176 794,176

資本剰余金 757,116 757,116

利益剰余金 1,211,376 1,455,471

株主資本合計 2,762,669 3,006,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,167 △818

為替換算調整勘定 △231,205 △240,728

評価・換算差額等合計 △232,373 △241,547

少数株主持分 25,617 30,308

純資産合計 2,555,913 2,795,526

負債純資産合計 12,829,510 13,115,387
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,347,268 1,511,888

売上原価 1,148,047 1,260,578

売上総利益 199,221 251,309

販売費及び一般管理費 184,838 235,168

営業利益 14,382 16,140

営業外収益   

受取利息 4,036 4,072

受取配当金 265 221

有価証券利息 17 17

有価証券評価益 6,886 －

違約金収入 14,367 3,225

その他 11,165 9,109

営業外収益合計 36,738 16,645

営業外費用   

支払利息 54,032 48,456

投資有価証券評価損 － 7,647

持分法による投資損失 757 1,057

その他 47 466

営業外費用合計 54,838 57,629

経常損失（△） △3,717 △24,842

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5,456

受取和解金 6,500 －

その他 518 494

特別利益合計 7,018 5,950

特別損失   

固定資産除却損 79 63

前期損益修正損 － 476

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,409

事業撤退損 － 39,523

特別損失合計 79 144,474

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益又は
純損失（△）

3,221 △163,366

匿名組合損益分配額 － 81,402

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（△）

3,221 △244,768

法人税等 181 4,018

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △248,786

少数株主損失（△） － △4,690

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,040 △244,095
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    該当事項はありません。 

  

   

  

    該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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