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（訂正）「平成 28 年 3 月期 第 3 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 2 月 5 日に発表いたしました、「平成 28 年 3 月期 第 3 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28年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    平成28年２月５日 

上場会社名 株式会社ロジコム 上場取引所    東 

コード番号 8938 ＵＲＬ  http://logicom.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）2111 

四半期報告書提出予定日 平成28年２月12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：有  

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28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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 ％ 

28年３月期第３四半期 4,919 7.9 △5 － △550 － 348 313.8 

27年３月期第３四半期 4,558 0.1 62 △79.0 △118 － △162 － 
 

（注）包括利益 
28年３月期

第３四半期 
375 百万円 （ － ％）  

27年３月期 

第３四半期 
△148 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 

28年３月期第３四半期 147.11 － 

27年３月期第３四半期 △68.80 － 

（注）27年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率は会計方針の変更による遡及修正が行われたため、記載しておりません。 

 

（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 

28年３月期第３四半期 25,434 3,445 14.1 1,511.63 

27年３月期 23,449 3,143 14.1 1,398.96 
 

（参考）自己資本 28年３月期第３四半期 3,597 百万円  27年３月期 3,312 百万円 

（注）27年３月期は会計方針の変更による遡及適用後の数値を記載しております。 

 

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 

27年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00 

28年３月期 － 0.00 －   

28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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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 6,500 0.2 500 37.6 △250 － 1,000 211.1 422.32 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

注）対前期増減率は会計方針の変更による遡及適用後の数値を用いて算出しております。
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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）SJ Almaden Ⅱ，Inc. 

 

（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                      ：有 

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） 28年３月期３Ｑ 2,368,000株 27年３月期 2,368,000株 

②  期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 172 株 27年３月期 110 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 2,367,884株 27年３月期３Ｑ 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 

 第１四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っており、遡及適用後の数値で前期末および前年同四半期比較を

行っております。詳細は「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積もりの変

更・修正再表示」をご覧ください。 

 

（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、輸出や公共投資が低迷する一方、円安や原油安の影響などに

より企業収益の改善を背景とした設備投資の持ち直しや雇用環境の改善など、緩やかな回復基調にありました。 

 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、支払利息や資金調達費用の増加等により、

売上高4,919,951千円(前年同四半期比7.9％増収)、営業損失5,063千円（前年同四半期は営業利益62,971千円)、経

常損失は550,877千円（前年同四半期は経常損失118,350千円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は348,344千

円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失162,900千円)となりました。 

 

 なお、合同会社の物件取得時の資金借入に対して連帯保証を行ったことに伴い当該会社を連結の範囲に含めてお

ります。 

 当該会社の単純合算による影響額は売上高441,761千円、営業利益8,467千円、経常損失445,005千円、親会社株

主に帰属する四半期純損失187,829千円となります。 

 

 

（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82.0％増加し、8,162,886千円となりました。これは現金及び預金

1,532,041千円、その他1,089,795千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8.9％減少し、17,271,962千円となりました。これは土地1,913,069千円の

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8.5％増加し、25,434,848千円となりました。 

（負債） 

 流動負債は前連結会計年度末に比べて70.2％増加し、6,547,230千円となりました。これは短期借入金1,761,973

千円、収用仮受金1,050,016千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6.2％減少し、15,442,409千円となりました。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて8.3％増加し、21,989,639千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べて9.6％増加し、3,445,209千円となりました。これは利益剰余金274,665

千円の増加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27年10月29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 

 特定子会社のSJ Almaden Ⅱ，Inc.を清算しております。 

 また、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結会計期間において、合同会社ＬＣＲＦ２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ＬＣＲＦ６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。 

 第２四半期連結会計期間において、合同会社ＬＣＲＦ７及び合同会社ＬＣＲＦ９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。 

 当第３四半期連結会計期間において、合同会社ＬＣＲＦ３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ＬＣＲＦ11及び合同会社ＬＣＲＦ12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。 

 

（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 

①企業結合に関する会計基準等の適用 

「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。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表

に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び

事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

 

②資金調達費用に関する会計処理 

当社は従来、融資手数料を支払時の一括費用として処理しておりましたが、第１四半期連結会計期間から借入

期間で均等償却する方法に変更しております。 

当社及びグループにおける事業方針により投資案件の規模(金額)が巨大化しており、期間計算上、投資収益と

費用を対応させることが利害関係者に対してより有用な情報開示に資すると判断したことから当該変更を行ったも

のであります。 

 

当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務

諸表及び連結財務諸表となっております。 

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度における連結貸借対照表は、繰延税金資産(流動資産)

が2,085千円減少、その他(流動資産)が47,055千円増加、繰延税金資産(投資その他の資産)が13,910千円減少、そ

の他(投資その他の資産)が191,647千円増加、非支配株主持分が189,390千円増加しております。 

前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、販売費及び一般管理費が25千円、営業外費用が55,903

千円、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が55,928千円減少しております。また、非支配株主に帰属する四半

期純損失が60,653千円減少し、親会社株主に帰属する四半期純損失が2,958千円増加しております。 

 当第３四半期連結累計期間において、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、

利益剰余金の前期首残高は35,792千円増加しております。 

 



－ 6 － 

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27年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,644,791 4,176,832 

受取手形及び売掛金 118,224 219,661 

営業貸付金 － 953,149 

商品及び製品 2,486 86 

原材料及び貯蔵品 505 464 

繰延税金資産 27,776 33,511 

1年内回収予定の長期貸付金 3,576 5,552 

その他 1,609,964 2,780,760 

貸倒引当金 △4,012 △7,131 

流動資産合計 4,484,312 8,162,886 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,861,723 6,320,525 

機械装置及び運搬具（純額） 113,791 43,013 

土地 8,781,388 6,868,318 

リース資産（純額） 33,037 392,160 

建設仮勘定 6,849 17,018 

その他（純額） 17,261 12,818 

有形固定資産合計 15,814,052 13,653,856 

無形固定資産   

借地権 526,223 846,310 

その他 11,422 34,785 

無形固定資産合計 537,646 881,095 

投資その他の資産   

投資有価証券 － 10 

長期貸付金 30,676 16,370 

繰延税金資産 66,029 71,839 

敷金及び保証金 1,855,227 2,076,054 

投資不動産 6,027 5,998 

その他 679,348 585,254 

貸倒引当金 △24,271 △18,517 

投資その他の資産合計 2,613,038 2,737,009 

固定資産合計 18,964,736 17,271,962 

資産合計 23,449,049 25,434,848 
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,396 25,197 

短期借入金 479,642 2,241,615 

1年内返済予定の長期借入金 739,861 579,650 

未払法人税等 14,067 48,141 

収用仮受金 1,525,130 2,575,146 

賞与引当金 28,310 7,644 

役員賞与引当金 36,120 － 

リース債務 11,523 31,613 

資産除去債務 61,715 62,458 

その他 945,241 975,763 

流動負債合計 3,846,007 6,547,230 

固定負債   

長期借入金 12,707,261 8,491,816 

リース債務 23,043 305,001 

資産除去債務 388,550 462,728 

長期預り敷金保証金 3,126,826 3,270,267 

長期預り金 － 2,734,189 

その他 213,918 178,405 

固定負債合計 16,459,600 15,442,409 

負債合計 20,305,608 21,989,639 

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 1,613,249 1,887,915 

自己株式 △47 △144 

株主資本合計 3,264,517 3,539,087 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 48,075 40,189 

その他の包括利益累計額合計 48,075 40,189 

非支配株主持分 △169,151 △134,067 

純資産合計 3,143,441 3,445,209 

負債純資産合計 23,449,049 25,434,848 
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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26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第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) 

売上高 4,558,057 4,919,951 

売上原価 3,644,208 3,989,808 

売上総利益 913,848 930,143 

販売費及び一般管理費 850,877 935,206 

営業利益又は営業損失（△） 62,971 △5,063 

営業外収益   

受取利息 11,579 6,514 

受取配当金 10,529 20 

違約金収入 10,792 － 

賞与引当金戻入額 － 16,947 

匿名組合投資利益 － 32,320 

その他 8,102 22,386 

営業外収益合計 41,004 78,188 

営業外費用   

支払利息 171,971 428,066 

資金調達費用 13,345 181,900 

投資有価証券売却損 18,578 － 

持分法による投資損失 2,268 2,709 

その他 16,162 11,326 

営業外費用合計 222,325 624,003 

経常損失（△） △118,350 △550,877 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,160,546 

受取保険金 5,000 － 

為替換算調整勘定取崩額 － 49,617 

その他 － 3,792 

特別利益合計 5,000 1,213,956 

特別損失   

固定資産売却損 － 87,099 

固定資産除却損 8,668 1,020 

事務所移転費用 6,711 － 

和解金 － 17,242 

その他 6,016 7,056 

特別損失合計 21,395 112,418 

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（△） 
△134,745 550,660 

匿名組合損益分配額 19,443 128,407 

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（△） 
△154,189 422,252 

法人税等 35,749 38,690 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △189,939 383,562 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△27,038 35,218 

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（△） 
△162,900 348,344 
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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26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △189,939 383,562 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,671 － 

為替換算調整勘定 38,778 △7,774 

持分法適用会社に対する持分相当額 753 △111 

その他の包括利益合計 41,203 △7,886 

四半期包括利益 △148,735 375,676 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △121,696 340,458 

非支配株主に係る四半期包括利益 △27,038 35,218 
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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。 


