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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善がみられ、個人消費が持ち直すなど景

気に回復の兆しがみられるものの、中国経済の減速に加えて米国大統領選挙の影響等による為替相場の不安定さな

ど、先行き不透明な状況が続いています。 

 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、持分法による投資利益、関係会社株式売

却損や法人税等の増加等により、売上高5,116,291千円(前年同四半期比2.5％増収)、営業利益437,953千円（前年

同四半期比534.7％増益)、経常利益は703,330千円（前年同四半期は経常損失461,077千円）、親会社株主に帰属す

る四半期純損失は139,637千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益438,144千円)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173.2％増加し、17,324,775千円となりました。これは現金及び預金

1,591,584千円の減少があった一方、販売用不動産12,094,881千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47.2％減少し、11,199,779千円となりました。これは長期貸付金

1,481,125千円の増加があった一方、建物及び構築物4,718,375千円、土地5,992,401千円の減少があったこと等に

よります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて3.5％増加し、28,524,555千円となりました。 

（負債） 

 流動負債は前連結会計年度末に比べて43.6％増加し、5,368,444千円となりました。これは短期借入金1,667,521

千円の増加があっ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％減少し、18,418,338千円となりました。

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて6.8％増加し、23,786,782千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べて10.3％減少し、4,737,772千円となりました。これは利益剰余金167,437

千円、為替換算調整勘定372,782千円の減少があっ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29年２月３日付「営業外収益（持分法による投資利益）の計上に関するお知らせ」は業績予想には織り込み

済みであり、平成28年11月10日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」で発表しました業績予想に変更はありま

せん。
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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

 当社の連結子会社であったロジコムリアルエステート株式会社は平成28年６月30日付けで当社が保有する全株式

（発行済株式総数及び議決権の総数に対する割合はいずれも100.0％）を譲渡したことにより連結子会社の対象外

となりました。 

 また、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第２四半期連結会計期間において、合同会社ＬＣＲＦ13は

販売用不動産の取得資金について、その大半を当社の連結子会社である株式会社ＬＣレンディングからの借入で調

達しているため、連結の範囲に含めております。 

 当第３四半期連結会計期間において、合同会社ＬＣＲＦ６、合同会社ＬＣＲＦ９及び合同会社ＬＣＲＦ11の資金

借入に対する連帯保証が終了したため連結の範囲から除外し、また、合同会社ＰＢＴＦ１の資金借入に対する連帯

保証を行ったため連結の範囲に含めております。 

 また、当社を分割会社とし当社の100％子会社であるロジコム分割準備株式会社（現 株式会社ロジコム）を承

継会社とする吸収分割を行っております。 

 

（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

会計方針の変更 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

 

（４）追加情報

保有目的の変更 

保有目的の変更により、第１四半期連結会計期間において、保有不動産の一部を販売用不動産に振替えており

ます。

その内容は以下のとおりであります。

建物及び構築物 4,059,683千円

機械及び装置 25,990千円

土地 6,216,257千円

借地権 346,701千円

その他 21,600千円

計 10,670,232千円
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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28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,437,418 2,845,833 

受取手形及び売掛金 176,626 362,393 

営業貸付金 745,624 1,249,840 

販売用不動産 － 12,094,881 

原材料及び貯蔵品 416 367 

繰延税金資産 69,224 91,439 

その他 927,835 693,339 

貸倒引当金 △15,708 △13,320 

流動資産合計 6,341,437 17,324,775 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 7,582,894 2,864,518 

機械装置及び運搬具（純額） 40,189 2,755 

土地 7,899,071 1,906,670 

リース資産（純額） 364,338 10,284 

建設仮勘定 38,314 5,336 

その他（純額） 29,125 24,014 

有形固定資産合計 15,953,934 4,813,579 

無形固定資産    

借地権 831,714 231,193 

その他 41,138 37,143 

無形固定資産合計 872,852 268,336 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,189,665 1,719,716 

長期貸付金 540,297 2,021,423 

繰延税金資産 13,025 10,920 

敷金及び保証金 2,101,151 1,812,738 

その他 584,360 555,057 

貸倒引当金 △40,209 △1,992 

投資その他の資産合計 4,388,291 6,117,863 

固定資産合計 21,215,078 11,199,779 

資産合計 27,556,516 28,524,555 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 12,790 33,009 

短期借入金 1,859,792 3,527,313 

1年内返済予定の長期借入金 972,957 894,213 

未払法人税等 15,023 167,207 

賞与引当金 32,850 8,216 

役員賞与引当金 36,000 － 

リース債務 34,323 2,490 

営業損失引当金 37,973 50,631 

その他 735,460 685,361 

流動負債合計 3,737,172 5,368,444 

固定負債    

長期借入金 10,775,369 11,101,464 

リース債務 294,411 8,731 

繰延税金負債 373,921 1,688 

資産除去債務 464,816 287,441 

長期預り敷金保証金 3,490,262 3,027,136 

長期預り金 2,961,326 3,864,891 

その他 178,259 126,982 

固定負債合計 18,538,365 18,418,338 

負債合計 22,275,538 23,786,782 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,199,298 1,199,298 

資本剰余金 1,162,238 1,162,238 

利益剰余金 3,057,539 2,890,101 

自己株式 △226 △226 

株主資本合計 5,418,849 5,251,411 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 － △3,313 

為替換算調整勘定 5,241 △367,541 

その他の包括利益累計額合計 5,241 △370,854 

非支配株主持分 △143,112 △142,784 

純資産合計 5,280,978 4,737,772 

負債純資産合計 27,556,516 28,524,555 
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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３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 4,989,343 5,116,291 

売上原価 3,985,132 3,688,509 

売上総利益 1,004,211 1,427,782 

販売費及び一般管理費 935,206 989,828 

営業利益 69,005 437,953 

営業外収益    

受取利息 6,514 52,870 

受取配当金 20 16 

持分法による投資利益 － 685,051 

賞与引当金戻入額 16,947 4,225 

匿名組合投資利益 32,320 27,909 

その他 38,118 20,840 

営業外収益合計 93,920 790,914 

営業外費用    

支払利息 428,066 436,623 

貸倒引当金繰入額 － 2,847 

資金調達費用 181,900 69,492 

持分法による投資損失 2,709 － 

その他 11,326 16,573 

営業外費用合計 624,003 525,537 

経常利益又は経常損失（△） △461,077 703,330 

特別利益    

固定資産売却益 1,160,546 264 

為替換算調整勘定取崩額 49,617 － 

その他 3,792 － 

特別利益合計 1,213,956 264 

特別損失    

固定資産売却損 87,099 1,089 

固定資産除却損 1,020 3,930 

投資不動産売却損 － 1,562 

解約金 － 95,000 

和解金 17,242 － 

関係会社株式売却損 － 330,815 

その他 7,056 － 

特別損失合計 112,418 432,397 

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 640,460 271,196 

匿名組合損益分配額 128,407 247,245 

税金等調整前四半期純利益 512,052 23,951 

法人税等 38,690 154,568 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 473,362 △130,617 

非支配株主に帰属する四半期純利益 35,218 9,020 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
438,144 △139,637 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 473,362 △130,617 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 － － 

為替換算調整勘定 △7,774 △298,943 

持分法適用会社に対する持分相当額 △111 △77,152 

その他の包括利益合計 △7,886 △376,096 

四半期包括利益 465,476 △506,713 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 430,258 △515,734 

非支配株主に係る四半期包括利益 35,218 9,020 
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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）

 該当事項はありません。

 

 

ＬＣホールディングス㈱（8938）平成29年3月期 第3四半期決算短信

8




