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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 2,887 6.2 △47 ― △141 ― △358 ―

22年3月期第2四半期 2,720 △36.6 25 △91.5 △22 ― 27 ―

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2四半期 △18,505.10 ―

22年3月期第2四半期 1,770.30 ―

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2四半期 12,522 2,386 18.9 122,317.92
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2四半期  2,366百万円 22年3月期  2,765百万円

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  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 7,350 29.8 283 460.8 134 ― 4 ― 233.48



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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きの対象外であり、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き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。 

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。）

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 19,350株 22年3月期  19,350株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 19,350株 22年3月期2Q 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２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、日本政府の発表やマスメディアの報道においては回復基

調と伝えられておりますが、抜本的な経済回復には至っておりません。さらに急激な円高の進行等もあり、依然と

して不透明な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、今が底と積極的に展開する動きがある反面、当社の顧客で

ある流通業や製造業においては依然コスト削減の傾向が強く、設備投資に対する慎重さが伺える状況にあります。

  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6.2％増収の2,887,426千円、営業損失は47,106千

円（前年同四半期は営業利益25,629千円）、経常損失は141,621千円（前年同四半期も経常損失22,608千円）、四

半期純損失は匿名組合損益分配額71,254千円等があり、358,073千円（前年同四半期は四半期純利益27,705千円）

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、新規テナントの獲得がある反面、新たな解約が発生するなど一進一退の状況で空床の

解消には至っておりませんが、大型の仲介取引等が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1.2％増収の2,717,937千円、営業利益は前年同四半期比40.0％増益の

92,406千円となりました。 

 なお、売上及び収益には匿名組合事業によるものが含まれておりますが、前述した匿名組合損益分配額により

損益に与える影響は調整されております。 
  

〔建築工事関連事業〕  

 建築工事関連事業は、既存受注案件による工事収入の収益貢献がありましたが、当初想定していた新規受注が

ふるわない状況となりました。 

 その結果、売上高は151,744千円、営業損失は44,327千円となりました。 
  
〔その他事業〕  

 その他事業は、プール事業で若干の売上獲得がありました。 

 その結果、売上高は前年同四半期比49.6％減収の17,744千円、営業損失は14,456千円（前年同四半期も営業損

失5,353千円）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20.6％減少し、2,239,712千円となりました。これは未成工事支出金

127,344千円、現金及び預金299,806千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10,282,698千円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、12,522,411千円となりました。 
  
（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて13.7％減少し、2,325,446千円となりました。これは支払手形及び買掛

金149,383千円、１年内償還予定の社債100,000千円が減少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2.4％増加し、7,810,841千円となりました。これは長期預り敷金保証金

134,529千円、資産除去債務231,771千円が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1.8％減少し、10,136,288千円となりました。 
  
（純資産） 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて14.6％減少し、2,386,122千円となりました。これは利益剰余金が

358,073千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２四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、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は7,317千円増加し、税金等調整前四半期

純損失は111,727千円増加しております。また当会計基準等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２四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。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 515,538 815,345

受取手形及び売掛金 84,946 135,259

有価証券 12,421 17,270

商品及び製品 － 4

販売用不動産 1,183,257 1,227,736

未成工事支出金 － 127,344

原材料及び貯蔵品 3,457 302

繰延税金資産 16,774 16,774

その他 430,398 493,474

貸倒引当金 △7,082 △11,125

流動資産合計 2,239,712 2,822,387

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,964,448 3,889,097

土地 2,116,073 2,112,086

建設仮勘定 89,844 47,244

その他（純額） 7,323 7,939

有形固定資産合計 6,177,690 6,056,367

無形固定資産   

借地権 397,296 410,585

のれん 76,142 93,890

その他 5,045 5,858

無形固定資産合計 478,485 510,334

投資その他の資産   

投資有価証券 31,906 38,067

長期貸付金 330,258 355,474

繰延税金資産 60,103 61,879

敷金及び保証金 2,782,342 2,823,201

投資不動産 61,580 64,100

その他 389,267 399,734

貸倒引当金 △28,936 △16,160

投資その他の資産合計 3,626,522 3,726,297

固定資産合計 10,282,698 10,292,999

資産合計 12,522,411 13,115,387
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 83,613 232,996

短期借入金 472,800 425,189

1年内返済予定の長期借入金 1,081,642 1,174,908

1年内償還予定の社債 98,000 198,000

未払法人税等 6,903 4,878

賞与引当金 30,050 29,680

その他 552,437 629,819

流動負債合計 2,325,446 2,695,473

固定負債   

社債 488,000 537,000

長期借入金 2,694,585 2,739,862

長期預り敷金保証金 3,055,948 2,921,418

資産除去債務 231,771 －

その他 1,340,536 1,426,106

固定負債合計 7,810,841 7,624,387

負債合計 10,136,288 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 1,097,398 1,455,471

株主資本合計 2,648,691 3,006,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,753 △818

為替換算調整勘定 △280,086 △240,728

評価・換算差額等合計 △281,839 △241,547

少数株主持分 19,270 30,308

純資産合計 2,386,122 2,795,526

負債純資産合計 12,522,411 13,115,387
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,720,032 2,887,426

売上原価 2,305,280 2,437,675

売上総利益 414,751 449,750

販売費及び一般管理費 389,122 496,857

営業利益又は営業損失（△） 25,629 △47,106

営業外収益   

受取利息 7,799 7,985

受取配当金 450 432

有価証券利息 34 34

有価証券評価益 7,984 －

違約金収入 33,867 3,225

その他 11,886 11,531

営業外収益合計 62,023 23,209

営業外費用   

支払利息 108,581 99,108

投資有価証券評価損 － 9,024

持分法による投資損失 1,496 1,568

その他 182 8,024

営業外費用合計 110,261 117,724

経常損失（△） △22,608 △141,621

特別利益   

前期損益修正益 － 1,324

固定資産売却益 838 －

貸倒引当金戻入額 － 4,391

受取和解金 6,500 －

その他 1,045 991

特別利益合計 8,383 6,707

特別損失   

固定資産除却損 79 216

減損損失 － 12,887

事業撤退損 － 39,523

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,409

特別損失合計 79 157,037

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失
（△）

－ △291,952

匿名組合損益分配額 － 71,254

税金等調整前四半期純損失（△） △14,303 △363,207

法人税等 △42,009 5,904

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △369,111

少数株主損失（△） － △11,037

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,705 △358,073

㈱ロジコム（8938）平成23年３月期 第２四半期決算短信

6



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,372,763 1,375,537

売上原価 1,157,233 1,177,097

売上総利益 215,530 198,440

販売費及び一般管理費 204,283 262,753

営業利益又は営業損失（△） 11,246 △64,313

営業外収益   

受取利息 3,763 3,913

受取配当金 184 211

有価証券利息 17 17

有価証券評価益 1,098 －

違約金収入 19,499 －

その他 721 2,422

営業外収益合計 25,284 6,563

営業外費用   

支払利息 54,548 50,651

持分法による投資損失 738 510

投資有価証券評価損 － 1,376

その他 135 7,557

営業外費用合計 55,422 60,095

経常損失（△） △18,891 △117,844

特別利益   

前期損益修正益 － 1,801

固定資産売却益 838 －

その他 526 497

特別利益合計 1,365 2,298

特別損失   

固定資産除却損 － 152

減損損失 － 12,887

特別損失合計 － 13,040

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失
（△）

－ △128,586

匿名組合損益分配額 － △10,147

税金等調整前四半期純損失（△） △17,525 △118,438

法人税等 △42,190 1,885

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △120,324

少数株主損失（△） － △6,346

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24,664 △113,977
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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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