
平成 26 年５月 12 日 

各  位 

上場会社名   株式会社ロジネットジャパン 

代表者     代表取締役社長  木村  輝美 

(コード番号   9027) 

問合せ先責任者 企画担当部長 橋本 潤美 

(℡       011-251-4112) 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成26年３月期 第１四半期決算短信[日本基準]（連結）」 

の一部訂正について 

 

当社が平成25年８月９日に公表いたしました「平成26年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連

結）」の記載に訂正がありましたので、お知らせいたします。また数値データにも訂正がありましたの

で、訂正後の数値データも提出いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１. 訂正理由 

「平成26年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結）」の提出後に、当社の連結子会社の一部にお

いて計上に誤りがあることが判明したため、訂正するものです。 

 

２. 訂正の内容 

[訂正箇所一覧] 

サマリー情報 １．平成 26 年 3 月期第 1四半期の連結業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 25 年 6 月 30 日） 

２ページ   １．当四半期決算に関する定性的情報（１）連結経営成績に関する定性的情報 

２ページ   １．当四半期決算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 

４、５ページ ４．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表 

６ページ   ４．四半期連結財務諸表（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



【訂正箇所】 

〔サマリー情報〕 

 (訂正前) 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 26 年 3 月期第 1四半期の連結業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 25 年 6 月 30 日） 
（１）連結経営成績（累計）                                               （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 営業収益 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 ％

26 年 3月期第 1四半期 11,657 1.7 102 △31.7 107 △57.5 93 △24.7
25 年 3月期第 1四半期 11,458 21.9 149 1.1 254 89.6 123 119.6
（注） 包括利益    26 年 3 月期第 1 四半期 115 百万円（－％）  25 年 3 月期 1四半期 △25 百万円（－％） 

 

 
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

26 年 3 月期第 1四半期 7.63 － 
25 年 3 月期第 1四半期 9.54 － 
 
（２）連結財政状態 

 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 ％ 

26 年 3 月期第 1四半期 31,183 7,268 23.0 586.19
25 年 3 月期 30,926 7,240 23.1 584.05

（参考） 自己資本   26 年 3 月期第 1 四半期  7,160 百万円  25 年 3 月期 7,135 百万円 

 
(訂正後) 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 26 年 3 月期第 1四半期の連結業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 25 年 6 月 30 日） 
（１）連結経営成績（累計）                                               （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 営業収益 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 ％

26 年 3 月期第 1四半期 11,657 1.7 102 △32.8 107 △58.0 93 △25.6
25 年 3 月期第 1四半期 11,461 21.9 152 2.7 256 91.3 125 122.0
（注） 包括利益    26 年 3 月期第 1 四半期 115 百万円（－％）  25 年 3 月期 1四半期 △23 百万円（－％） 

 

 
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

26 年 3 月期第 1四半期 7.63 － 
25 年 3 月期第 1四半期 9.64 － 
 
（２）連結財政状態 

 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 ％ 

26 年 3 月期第 1四半期 31,190 7,249 22.9 584.65
25 年 3 月期 30,933 7,221 23.0 582.52

（参考） 自己資本   26 年 3 月期第 1 四半期  7,142 百万円  25 年 3 月期 7,116 百万円 

 
 
 



〔２ページ〕 

 (訂正前) 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

  （省略） 

一方、当社グループを構成する青山本店グループでは、貨物自動車運送部門が減収となったことによ

り、営業収益は前年同期比３億２百万円減（△16.1%）の15億７千４百万円となりました。 

これらの結果、ロジネットジャパングループ全体の営業収益は、前年同期比１億９千８百万円増

（+1.7%）の116億５千７百万円となりました。 

利益面につきましては、増収による効果はあったものの、原油価格の高止まりによる燃料費や航送料

の負担が増加したことに加え、青山本店グループにおいて外部費用が突出したことなどから、営業利益

は前年同期比４千７百万円減（△31.7%）の１億２百万円となりました。また、前期は車両売却益９千

２百万円の計上があったことから、経常利益は前年同期比１億４千６百万円減（△57.5%）の１億７百

万円となりました。 

これらに投資有価証券売却益８千８百万円を加えた結果、当期純利益につきましては、前年同期比３

千万円減（△24.7%）の９千３百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の総資産は、前期末から２億５千６百万円増加し、311億８千３百万円となりました。

このうち、流動資産は６億４千４百万円増加し、107億３千９百万円となりました。また、固定資産は

３億８千８百万円減少し、204億４千３百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却に

よる収入と借入金による資金調達を行ったことによるものであります。 

当第１四半期末の負債は、前期末から２億２千８百万円増加し239億１千４百万円となりました。こ

のうち、流動負債は４億８百万円増加し、180億１千９百万円となりました。この主な要因は、運転資

金の調達を短期借入金で行ったことによるものであります。また、固定負債は１億７千９百万円減少し、

58億９千５百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の弁済が進んだことによるものでありま

す。 

これらの結果、純資産は72億６千８百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本

比率は23.0%となりました。 

 

(訂正後) 
１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

  （省略） 

一方、当社グループを構成する青山本店グループでは、貨物自動車運送部門が減収となったことによ

り、営業収益は前年同期比３億５百万円減（△16.2%）の15億７千４百万円となりました。 

これらの結果、ロジネットジャパングループ全体の営業収益は、前年同期比１億９千５百万円増

（+1.7%）の116億５千７百万円となりました。 

利益面につきましては、増収による効果はあったものの、原油価格の高止まりによる燃料費や航送料



の負担が増加したことに加え、青山本店グループにおいて外部費用が突出したことなどから、営業利益

は前年同期比４千９百万円減（△32.8%）の１億２百万円となりました。また、前期は車両売却益９千

２百万円の計上があったことから、経常利益は前年同期比１億４千８百万円減（△58.0%）の１億７百

万円となりました。 

これらに投資有価証券売却益８千８百万円を加えた結果、当期純利益につきましては、前年同期比３

千２百万円減（△25.6%）の９千３百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の総資産は、前期末から２億５千６百万円増加し、311億９千万円となりました。こ

のうち、流動資産は６億４千９百万円増加し、107億３千８百万円となりました。また、固定資産は３

億９千２百万円減少し、204億５千１百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却によ

る収入と借入金による資金調達を行ったことによるものであります。 

当第１四半期末の負債は、前期末から２億２千８百万円増加し239億４千万円となりました。このう

ち、流動負債は４億８百万円増加し、180億４千４百万円となりました。この主な要因は、運転資金の

調達を短期借入金で行ったことによるものであります。また、固定負債は１億７千９百万円減少し、58

億９千５百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の弁済が進んだことによるものであります。 

これらの結果、純資産は72億４千９百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本

比率は22.9%となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,988,991 2,831,059

受取手形 890,066 897,298

営業未収入金 5,809,210 5,548,332

たな卸資産 65,395 68,735

繰延税金資産 116,981 108,937

その他 1,233,257 1,293,694

貸倒引当金 △8,929 △8,206

流動資産合計 10,094,974 10,739,851

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,385,891 4,331,255

機械装置及び運搬具（純額） 3,570,377 3,584,972

土地 6,796,320 6,796,320

その他（純額） 942,449 996,637

有形固定資産合計 15,695,039 15,709,186

無形固定資産   

のれん 976,083 963,069

その他 210,041 209,897

無形固定資産合計 1,186,125 1,172,966

投資その他の資産   

投資有価証券 1,311,915 923,772

繰延税金資産 175,166 181,090

差入保証金 1,776,752 1,783,947

その他 748,075 733,344

貸倒引当金 △61,249 △60,596

投資その他の資産合計 3,950,660 3,561,559

固定資産合計 20,831,825 20,443,711

資産合計 30,926,799 31,183,563

〔４、５ページ〕 
（訂正前）
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 808,927 710,150

営業未払金 4,605,524 4,150,182

短期借入金 9,539,440 10,309,673

未払法人税等 496,933 99,622

役員賞与引当金 43,075 －

資産除去債務 44,898 44,898

その他 2,072,327 2,704,792

流動負債合計 17,611,127 18,019,319

固定負債   

長期借入金 4,693,439 4,495,307

繰延税金負債 273,109 261,822

退職給付引当金 173,117 178,666

役員退職慰労引当金 155,940 164,310

資産除去債務 73,345 73,674

その他 706,365 721,899

固定負債合計 6,075,316 5,895,680

負債合計 23,686,444 23,914,999

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 557,007 557,007

利益剰余金 6,167,949 6,175,696

自己株式 △531,623 △531,925

株主資本合計 7,193,332 7,200,777

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △58,023 △39,921

その他の包括利益累計額合計 △58,023 △39,921

少数株主持分 105,046 107,707

純資産合計 7,240,355 7,268,564

負債純資産合計 30,926,799 31,183,563
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,988,991 2,831,059

受取手形 890,066 897,298

営業未収入金 5,796,107 5,535,229

たな卸資産 65,395 68,735

繰延税金資産 124,738 120,834

その他 1,233,257 1,293,694

貸倒引当金 △8,929 △8,206

流動資産合計 10,089,628 10,738,646

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,385,891 4,331,255

機械装置及び運搬具（純額） 3,570,377 3,584,972

土地 6,796,320 6,796,320

その他（純額） 942,449 996,637

有形固定資産合計 15,695,039 15,709,186

無形固定資産   

のれん 987,981 970,723

その他 210,041 209,897

無形固定資産合計 1,198,022 1,180,620

投資その他の資産   

投資有価証券 1,311,915 923,772

繰延税金資産 175,166 181,090

差入保証金 1,776,752 1,783,947

その他 748,075 733,344

貸倒引当金 △61,249 △60,596

投資その他の資産合計 3,950,660 3,561,559

固定資産合計 20,843,722 20,451,365

資産合計 30,933,351 31,190,011

〔４、５ページ〕 
（訂正後）
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 808,927 710,150

営業未払金 4,615,944 4,160,601

短期借入金 9,539,440 10,309,673

未払法人税等 496,933 99,622

役員賞与引当金 43,075 －

資産除去債務 44,898 44,898

その他 2,087,150 2,719,614

流動負債合計 17,636,369 18,044,560

固定負債   

長期借入金 4,693,439 4,495,307

繰延税金負債 273,109 261,822

退職給付引当金 173,117 178,666

役員退職慰労引当金 155,940 164,310

資産除去債務 73,345 73,674

その他 706,365 721,899

固定負債合計 6,075,316 5,895,680

負債合計 23,711,686 23,940,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 557,007 557,007

利益剰余金 6,149,258 6,156,902

自己株式 △531,623 △531,925

株主資本合計 7,174,642 7,181,984

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △58,023 △39,921

その他の包括利益累計額合計 △58,023 △39,921

少数株主持分 105,046 107,707

純資産合計 7,221,665 7,249,770

負債純資産合計 30,933,351 31,190,011
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益 11,458,897 11,657,323

営業原価 10,886,778 11,134,843

営業総利益 572,119 522,479

販売費及び一般管理費 422,400 420,168

営業利益 149,718 102,311

営業外収益   

受取利息 4,411 4,041

受取配当金 27,249 22,865

寮収入 12,703 11,173

車両売却益 92,784 2,962

その他 36,231 25,051

営業外収益合計 173,380 66,093

営業外費用   

支払利息 36,704 30,770

寮支出 27,806 22,161

その他 4,551 7,625

営業外費用合計 69,062 60,557

経常利益 254,036 107,847

特別利益   

投資有価証券売却益 － 88,504

特別利益合計 － 88,504

特別損失   

固定資産除売却損 15,349 －

会員権評価損 185 －

リース解約損 9 776

特別損失合計 15,544 776

税金等調整前四半期純利益 238,492 195,575

法人税、住民税及び事業税 102,525 96,117

法人税等調整額 5,205 1,603

法人税等合計 107,730 97,721

少数株主損益調整前四半期純利益 130,762 97,853

少数株主利益 6,834 4,587

四半期純利益 123,927 93,266

〔６ページ〕 
（訂正前）
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 130,762 97,853

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △156,066 18,101

その他の包括利益合計 △156,066 18,101

四半期包括利益 △25,304 115,955

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △32,104 111,365

少数株主に係る四半期包括利益 6,799 4,589
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益 11,461,490 11,657,323

営業原価 10,886,960 11,134,843

営業総利益 574,529 522,479

販売費及び一般管理費 422,503 420,271

営業利益 152,025 102,207

営業外収益   

受取利息 4,411 4,041

受取配当金 27,249 22,865

寮収入 12,703 11,173

車両売却益 92,784 2,962

その他 36,231 25,051

営業外収益合計 173,380 66,093

営業外費用   

支払利息 36,704 30,770

寮支出 27,806 22,161

その他 4,551 7,625

営業外費用合計 69,062 60,557

経常利益 256,344 107,743

特別利益   

投資有価証券売却益 － 88,504

特別利益合計 － 88,504

特別損失   

固定資産除売却損 15,349 －

会員権評価損 185 －

リース解約損 9 776

特別損失合計 15,544 776

税金等調整前四半期純利益 240,799 195,471

法人税、住民税及び事業税 102,525 96,117

法人税等調整額 6,147 1,603

法人税等合計 108,673 97,721

少数株主損益調整前四半期純利益 132,126 97,750

少数株主利益 6,834 4,587

四半期純利益 125,292 93,163
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 132,126 97,750

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △156,066 18,101

その他の包括利益合計 △156,066 18,101

四半期包括利益 △23,939 115,851

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △30,739 111,262

少数株主に係る四半期包括利益 6,799 4,589
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