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（訂正）「平成 29 年 3 月期 第 2 四半期決算短信（日本基準）（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、2016 年 11 月 11 日に発表いたしました、「平成 29 年 3 月期 第 2 四半期決算短信（日本基準）（連結）」

の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 訂正の内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2020 年４月 22 日）付「調査報告書受領のお知らせ」及び「過年度

決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照下さい。 

 

２． 訂正箇所 

訂正の箇所には    線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項に

ついては、訂正後のみ全文を記載しております。 

以上 
 

 

 上場会社名 グローム・ホールディングス株式会社 

 代表者 代表取締役社長 金子 修 

  （JASDAQ・コード 8938） 

 問合せ先 経営企画管理室 室長 宮下 仁 

  （TEL 03-5545-8101） 
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平成29年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    平成28年11月11日 

上場会社名 ＬＣホールディングス株式会社 上場取引所  東 

コード番号 8938 ＵＲＬ  http://www.lc-holdings.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） 
管理部総務セクションチー

フマネージャー 
（氏名）中村  真一 ＴＥＬ  042（565）2115 

四半期報告書提出予定日 平成28年11月14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．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９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）  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

29年３月期第２四半期 3,426 3.1 339 332.2 △23 － △254 － 

28年３月期第２四半期 3,321 7.8 78 △9.0 △296 － 630 － 
 

（注）包括利益 
29年３月期

第２四半期 
△570 百万円 （－％）  

28年３月期

第２四半期 
669 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 

29年３月期第２四半期 △91.50 － 

28年３月期第２四半期 266,26 － 

 

（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 ％ 円 銭 

29年３月期第２四半期 25,443 4,235 17.2 1,574.21 

28年３月期 27,387 4,833 18.2 1,790,17 
 

（参考）自己資本 29年３月期第２四半期 4,376 百万円  28年３月期 4,976 百万円 

 

２．配当の状況 

 
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 

28年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00 

29年３月期 － 0.00    

29年３月期 

（予想） 
  － 10.00 10.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

 

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日） 

 （％表示は、対前期増減率）  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 

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 6,600 △4.1 450 107.5 400 － 100 △91.8 35.79 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 
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※  注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有 

新規  －社  （社名）                      、除外  １社  （社名）ロジコムリアルエステート株式会社 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：有 

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無 

③  会計上の見積りの変更                        ：無 

④  修正再表示                                  ：無 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年３月期２Ｑ 2,780,200 株 28年３月期 2,780,200株 

②  期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 209 株 28年３月期 209 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 2,779,991 株 28年３月期２Ｑ 2,367,890株 

 

 

※  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連結財務諸表に対する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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の

前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく

異なる可能性があります。 
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日本銀行による各種経済政策を背景に、雇用・所得環

境の改善が見られたものの、昨年までの円安基調から一転して円高の進行により景気の下押しリスクが存在してお

り、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、関係会社株式売却損や法人税等の増加等

により、売上高3,426,072千円(前年同四半期比3.1％増収)、営業利益339,719千円（前年同四半期比332.2％増益)、

経常損失は23,626千円（前年同四半期も経常損失296,390千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は254,370千

円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益630,470千円)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157.5％増加し、15,895,352千円となりました。これは現金及び預金

929,350千円、その他322,819千円の減少があった一方、営業貸付金308,431千円、販売用不動産10,574,878千円の

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55.0％減少し、9,548,589千円となりました。これは建物及び構築物

4,635,745千円、土地5,987,027千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7.1％減少し、25,443,941千円となりました。 

（負債） 

 流動負債は前連結会計年度末に比べて1.4％増加し、3,905,994千円となりました。これは１年内返済予定の長期

借入金379,054千円、その他325,450千円の減少があった一方、短期借入金608,975千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6.9％減少し、17,302,527千円となりました。これは長期借入金515,595千

円、長期預り敷金保証金443,654千円の減少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6.0％減少し、21,208,522千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べて12.4％減少し、4,235,419千円となりました。これは利益剰余金282,170

千円、為替換算調整勘定314,208千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、当第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。 

 

（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２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,437,418 3,508,068 

受取手形及び売掛金 146,626 208,009 

営業貸付金 745,624 1,054,055 

販売用不動産 - 10,574,878 

原材料及び貯蔵品 416 420 

繰延税金資産 69,224 90,435 

その他 788,434 465,615 

貸倒引当金 △15,708 △6,131 

流動資産合計 6,172,037 15,895,352 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,582,894 2,947,148 

機械装置及び運搬具（純額） 40,189 3,061 

土地 7,899,071 1,912,044 

リース資産（純額） 364,338 3,578 

建設仮勘定 38,314 - 

その他（純額） 29,125 24,724 

有形固定資産合計 15,953,934 4,890,557 

無形固定資産   

借地権 831,714 237,837 

その他 41,138 39,106 

無形固定資産合計 872,852 276,943 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,189,665 1,093,752 

長期貸付金 540,297 970,423 

繰延税金資産 13,025 11,114 

敷金及び保証金 2,101,151 1,818,604 

その他 624,380 489,336 

貸倒引当金 △80,229 △2,142 

投資その他の資産合計 4,388,291 4,381,088 

固定資産合計 21,215,078 9,548,589 

資産合計 27,387,115 25,443,941 
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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２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,790 14,931 

短期借入金 1,859,792 2,468,767 

1年内返済予定の長期借入金 972,957 593,903 

未払法人税等 15,023 143,508 

賞与引当金 32,850 35,589 

役員賞与引当金 36,000 - 

リース債務 34,323 3,779 

営業損失引当金 37,973 12,657 

その他 958,309 632,858 

流動負債合計 3,960,020 3,905,994 

固定負債   

長期借入金 10,775,369 10,259,774 

リース債務 294,411 - 

繰延税金負債 373,921 1,071 

資産除去債務 519,989 285,901 

長期預り敷金保証金 3,490,262 3,046,607 

長期預り金 2,961,326 3,577,685 

その他 178,259 131,487 

固定負債合計 18,593,538 17,302,527 

負債合計 22,553,559 21,208,522 

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 2,610,117 2,327,946 

自己株式 △226 △226 

株主資本合計 4,971,427 4,689,257 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 - △4,007 

為替換算調整勘定 5,241 △308,967 

その他の包括利益累計額合計 5,241 △312,974 

非支配株主持分 △143,112 △140,862 

純資産合計 4,833,556 4,235,419 

負債純資産合計 27,387,115 25,443,941 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

売上高 3,321,766 3,426,072 

売上原価 2,642,583 2,422,714 

売上総利益 679,182 1,003,357 

販売費及び一般管理費 600,572 663,638 

営業利益 78,610 339,719 

営業外収益   

受取利息 3,825 29,151 

受取配当金 20 16 

匿名組合投資利益 18,899 29,628 

その他 18,885 7,596 

営業外収益合計 41,631 66,392 

営業外費用   

支払利息 277,483 290,496 

貸倒引当金繰入額 - 299 

資金調達費用 130,496 48,176 

持分法による投資損失 2,076 59,329 

その他 6,574 31,436 

営業外費用合計 416,631 429,738 

経常損失（△） △296,390 △23,626 

特別利益   

固定資産売却益 1,022,476 264 

関係会社株式売却益 - 106,516 

為替換算調整勘定取崩額 49,617 - 

その他 2,792 - 

特別利益合計 1,074,886 106,780 

特別損失   

固定資産除却損 1,020 3,930 

和解金 17,242 - 

その他 8,045 - 

特別損失合計 26,308 3,930 

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 752,188 79,223 

匿名組合損益分配額 72,379 201,087 

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（△） 
679,809 △121,863 

法人税等 42,880 130,357 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 636,928 △252,220 

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,458 2,149 

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（△） 
630,470 △254,370 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 636,928 △252,220 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 31,873 △252,029 

持分法適用会社に対する持分相当額 391 △66,186 

その他の包括利益合計 32,265 △318,215 

四半期包括利益 669,194 △570,436 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 662,735 △572,586 

非支配株主に係る四半期包括利益 6,458 2,149 
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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） 

（持株会社体制への移行） 

 当社は平成28年５月23日開催の取締役会の決議及び平成28年６月28日開催の定時株主総会における吸収分割契

約の承認に基づき、平成28年10月１日付で、当社を吸収分割会社とし、分割準備会社を承継会社とする分社型会

社分割（吸収分割）により、持株会社体制へ移行いたしました。また、同日をもって、株式会社ロジコム及びロ

ジコム分割準備株式会社は、ＬＣホールディングス株式会社及び株式会社ロジコムへ商号変更いたしました。 

 

１．会社分割の概要 

（1） 会社分割の目的 

   当社企業グループの更なる事業の発展及び企業価値向上を目指すためには、当社の企業グループとしての

機能化（グループ収益の約7割を占める収益事業及びグループを統括するという重要な機能が混在したまま

の当社の機能分化）を更に発展させる一方、グループ経営を一体化させるための施策として、①経営戦略の

策定、②経営資源の 適配分、③経営人材の育成、④コーポレート・ガバナンス強化、⑤機動的かつ効率的

な情報管理等の機能強化を推進するための環境が不可欠であると判断し、当社を分割した上で持株会社体制

へ移行する方針を決定いたしました。 

 

（2） 会社分割の方法 

   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を承継会社とする吸収分割 

 

（3） 会社分割の期日 

   平成28年10月１日 

 

（4） 対象となった事業の内容 

   当社のサブリース事業、不動産売買・仲介事業、建築・設計請負事業、プロパティマネジメント事業及び

これらに付随する事業に関して有する一切の権利義務（本件吸収分割契約に別段の定めがあるものを除く） 

 

２．実施した会計処理の概要 

   「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共

通支配下の取引等として処理しております。 
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（固定資産の譲渡及び取得） 

当社の連結子会社である合同会社ＬＣＲＦ６及び合同会社ＬＣＲＦ９は、当社の連結子会社である合同会社

ＰＢＴＦ１へ次のとおり固定資産の譲渡をしております。 

(1)譲渡の理由 

本譲渡資産取得資金用の借換え（返済及び借入）について、切り替えのための諸条件が整ったため、その一

環として本件譲渡を行うことといたしました。 

(2)譲渡資産の内容 

 ＬＣＲＦ６ 

①譲渡契約日 平成28年10月28日 

②引渡日 平成28年10月28日 

③内容  

譲渡資産の種類 不動産信託受益権 

信託受託者 新生信託銀行株式会社 

名称及び所在地 三重県多気郡所在の土地建物 

愛知県西尾市所在の土地建物 

岐阜県大垣市所在の土地建物 

④取得価額 帳簿価額、売却価格はそれぞれ、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。 

 ＬＣＲＦ９ 

①譲渡契約日 平成28年10月28日 

②引渡日 平成28年10月28日 

③内容  

譲渡資産の種類 不動産信託受益権 

信託受託者 ファースト信託銀行株式会社 

名称及び所在地 愛知県東海市所在の土地建物 

④取得価額 帳簿価額、売却価格はそれぞれ、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 

本件譲渡に伴い、本譲渡資産取得資金用の借入金を全て返済することとなり、当該借入金に対して当社が

行っていた連帯保証が終了いたします。これにより、ＬＣＲＦ６及びＬＣＲＦ９は当社の連結子会社から外れ

ることになります。 

なお、合同会社ＰＢＴＦ１（以下「本SPC」）による資産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SPCが当社の連結子会社になることになります。 


