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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

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策を背景に、円安の定着や設備投資が進み、

全体として回復基調にあったものの、消費増税に伴う駆け込み需要の反動減により個人消費は低調に推移し、依然

として厳しい状況が続きました。 

 当社グループの連結業績は、安定した空床率の改善傾向にありますが、人件費を含む販売費及び一般管理費や資

金調達費用等の増加等により、売上高3,081,577千円(前年同四半期比1.7％増収)、営業利益86,362千円（前年同四

半期比58.9％減益)、経常損失は73,367千円（前年同四半期は経常利益115,195千円）、四半期純損失は10,206千円

（前年同四半期は四半期純利益95,647千円)となりました。 

 

 

（２）財政状態に関する説明

（資産） 

 流動資産は前連結会計年度末に比べて29.9％増加し、2,608,056千円となりました。これは現金及び預金503,208

千円の増加があったこと等によります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて11.6％増加し、12,648,205千円となりました。これは土地1,242,380千円

の増加があったこと等によります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて14.4％増加し、15,256,262千円となりました。 

（負債） 

 流動負債は前連結会計年度末に比べて0.6％増加し、2,649,819千円となりました。

 固定負債は前連結会計年度末に比べて27.6％増加し、9,721,500千円となりました。これは長期借入金2,368,310

千円の増加があっ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20.6％増加し、12,371,320千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べて6.5％減少し、2,884,941千円となりました。これは少数株主持分

121,255千円が減少したこと等によります。

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成26年５月15日付け「平成26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。

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 該当事項はありません。

 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第２四半期連結累計期間において、ロジコム・アセッ

ト・マネジメント株式会社を設立したことにより、また、合同会社ＬＣＲＦ２の資金借入に対する連帯保証を行う

ことを取締役会で決議したため、連結の範囲に含めております。

 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 該当事項はありません。
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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） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,406,722 1,909,930 

受取手形及び売掛金 77,538 101,944 

商品及び製品 1,687 3,286 

原材料及び貯蔵品 262 281 

繰延税金資産 73,810 56,103 

1年内回収予定の長期貸付金 2,787 3,061 

その他 448,228 535,750 

貸倒引当金 △2,535 △2,301 

流動資産合計 2,008,500 2,608,056 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 4,555,590 5,265,199 

機械装置及び運搬具（純額） 121,436 111,347 

土地 2,869,239 4,111,620 

リース資産（純額） 50,848 43,453 

建設仮勘定 6,334 － 

その他（純額） 7,078 11,940 

有形固定資産合計 7,610,528 9,543,560 

無形固定資産    

借地権 562,422 540,589 

その他 2,313 2,621 

無形固定資産合計 564,735 543,210 

投資その他の資産    

投資有価証券 63,880 199,365 

長期貸付金 21,453 32,123 

繰延税金資産 24,252 16,519 

敷金及び保証金 2,479,063 1,769,960 

投資不動産 73,350 70,545 

その他 513,215 493,356 

貸倒引当金 △18,993 △20,436 

投資その他の資産合計 3,156,222 2,561,434 

固定資産合計 11,331,485 12,648,205 

資産合計 13,339,986 15,256,262 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 9,909 11,433 

短期借入金 517,322 690,480 

1年内返済予定の長期借入金 1,192,484 1,274,620 

未払法人税等 35,367 6,833 

賞与引当金 33,762 27,252 

リース債務 14,759 13,623 

その他 830,322 625,576 

流動負債合計 2,633,929 2,649,819 

固定負債    

長期借入金 3,238,748 5,607,059 

リース債務 38,653 31,825 

繰延税金負債 15,891 － 

資産除去債務 392,623 396,796 

長期預り敷金保証金 3,527,838 3,392,181 

その他 406,576 293,636 

固定負債合計 7,620,332 9,721,500 

負債合計 10,254,262 12,371,320 

純資産の部    

株主資本    

資本金 844,188 844,188 

資本剰余金 807,127 807,127 

利益剰余金 1,533,341 1,499,455 

自己株式 △47 △47 

株主資本合計 3,184,609 3,150,723 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 △1,399 △10,113 

為替換算調整勘定 △121,266 △158,194 

その他の包括利益累計額合計 △122,665 △168,307 

少数株主持分 23,780 △97,474 

純資産合計 3,085,724 2,884,941 

負債純資産合計 13,339,986 15,256,262 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 3,030,462 3,081,577 

売上原価 2,383,128 2,411,242 

売上総利益 647,334 670,335 

販売費及び一般管理費 437,134 583,972 

営業利益 210,200 86,362 

営業外収益    

受取利息 4,959 7,910 

受取配当金 369 7,592 

違約金収入 6,049 5,692 

貸倒引当金戻入額 3,390 234 

その他 5,701 3,728 

営業外収益合計 20,469 25,157 

営業外費用    

支払利息 84,911 102,075 

資金調達費用 21,000 69,185 

持分法による投資損失 1,609 1,711 

その他 7,952 11,914 

営業外費用合計 115,473 184,887 

経常利益又は経常損失（△） 115,195 △73,367 

特別利益    

固定資産売却益 1,220 － 

受取保険金 － 5,000 

受取和解金 4,000 － 

その他 － 4,061 

特別利益合計 5,220 9,061 

特別損失    

固定資産除却損 1,460 4,619 

事務所移転費用 － 6,661 

その他 － 2,869 

特別損失合計 1,460 14,149 

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（△） 
118,956 △78,456 

匿名組合損益分配額 － 8,124 

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（△） 
118,956 △86,580 

法人税等 14,038 14,332 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
104,917 △100,912 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,270 △90,706 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 95,647 △10,206 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
104,917 △100,912 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 73 △8,714 

為替換算調整勘定 111,455 △36,059 

持分法適用会社に対する持分相当額 2,585 △868 

その他の包括利益合計 114,114 △45,642 

四半期包括利益 219,032 △146,555 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 209,762 △55,848 

少数株主に係る四半期包括利益 9,270 △90,706 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

 

（重要な後発事象）

   (重要な設備投資)

    当社は平成26年10月２日開催の取締役会決議に基づき、下記の通り連結子会社において固定資産２物件を取得し

ております。

 

   (1)取得の目的

     当社グループにおける収益向上に貢献する物件として取得するものであります。

   (2)取得資産の内容

 資産①

①売買契約日 平成26年10月３日

②引渡日 平成26年10月３日

③内容  

 取得資産の種類 不動産信託受益権

 信託受益者 ファースト信託株式会社

 名称及び所在地 神奈川県横浜市所在の土地建物

④取得価額 取得価額は、当社の直近事業年度における連結貸借対照表の純資産の30％を超えます。

 資産②

①売買契約日 平成26年10月３日

②引渡日 平成26年10月３日

③内容  

 取得資産の種類 所有権

 名称及び所在地 神奈川県川崎市所在の土地建物

④取得価額 取得価額は、当社の直近事業年度における連結貸借対照表の純資産の30％を超えます。

   (3)その他

 上記、資産①の取得は合同会社ＬＣＲＦ３（以下「本ＳＰＣ①」）、資産②の取得は合同会社ＬＣＲＦ４（以

下「本ＳＰＣ②」）によるものであり、資産①及び資産②の取得資金借入にあたり当社が連帯保証を行っており

ます。これにより、本ＳＰＣ①及び本ＳＰＣ②が当社の連結子会社になることになります。
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