
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25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24年８月10日に公表いたしました「平成25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25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 25年３月期第１四半期の連結業績（平成 24年 4月１日～平成 24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 25 年 3 月期第 1四半期の連結業績（平成 24 年 4 月 1日～平成 24 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 ％

25年3月期第1四半期 11,458 21.9 149 1.1 254 89.6 123 119.6
24年3月期第1四半期 9,398 △0.9 148 150.8 134 1.7 56 94.8
（注） 包括利益    25 年 3 月期第 1四半期 △25 百万円（―％）  24 年 3 月期第 1四半期 △12 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

25年3月期第1四半期 9.54 ― 
24年3月期第1四半期 4.34 ― 
 
（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

25年 3月期第1四半期 32,807 6,709            20.1 508.27
24 年 3 月期 32,196 6,828   20.9 517.73

（参考） 自己資本  25 年 3 月期第 1四半期 6,603 百万円 24 年 3 月期  6,726 百万円 

 
(訂正後) 

（百万円未満切捨て） 
１． 平成 25 年 3 月期第 1半期の連結業績（平成 24 年 4 月 1日～平成 24 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 ％

25年3月期第1四半期 11,461 21.9 152 2.7 256 91.3 125 122.0
24年3月期第1四半期 9,398 △0.9 148 150.8 134 1.7 56 94.8
（注） 包括利益    25 年 3 月期第 1四半期 △23 百万円（―％）  24 年 3 月期第 1四半期 △12 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

25年3月期第1四半期 9.64 ― 
24年3月期第1四半期 4.34 ― 
 
（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

25年 3月期第1四半期 32,815 6,702 20.1 507.70
24 年 3 月期 32,205 6,819 20.9 517.06

（参考） 自己資本  25 年 3 月期第 1四半期 6,596 百万円  24 年 3 月期  6,718 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）連結経営成績に関する定性的情報 

   （省略） 

これらの他、前第４四半期より㈱青山本店を新たに連結子会社とした為、ロジネットジャパングルー

プ全体の営業収益は、前年同四半期より20億６千万円(21.9%)増加し、114億５千８百万円となりました。 

利益面につきましては、原油価格の高止まりによる燃料費や航送料の負担増等があったものの、上記

の増収の効果により営業利益は前年同四半期より１百万円（1.1％）増加し、１億４千９百万円となり

ました。また、車両売却益等の計上があったことから、経常利益は前年同四半期より１億２千万円

（89.6％）増加し、２億５千４百万円となりました。 

これらの結果、当期純利益につきましては、前年同四半期より６千７百万円(119.6%)増加し、１億２

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６億１千１百万円増加し、328億７百万円となりました。こ

のうち、流動資産は２千２百万円増加し、106億２百万円となりました。また、固定資産は５億８千８

百万円増加し、222億５百万円となりました。この主な要因は、飲料水の製造販売業参入に伴い、機械

装置等の設備投資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７億２千９百万円増加し260億９千８百万円となりました。こ

のうち、流動負債は10億８千万円増加し、203億２千１百万円となりました。この主な要因は、飲料水

の製造販売業参入に伴う設備資金、運転資金の一部を一時的に短期借入金で賄ったことによるものであ

ります。また、固定負債は３億５千万円減少し、57億７千６百万円となりました。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67億９百万円となり、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20.1%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）連結経営成績に関する定性的情報 

   （省略） 

これらの他、前第４四半期より㈱青山本店を新たに連結子会社とした為、ロジネットジャパングルー

プ全体の営業収益は、前年同四半期より20億６千２百万円(21.9%)増加し、114億６千１百万円となりま

した。 

利益面につきましては、原油価格の高止まりによる燃料費や航送料の負担増等があったものの、上記

の増収の効果により営業利益は前年同四半期より３百万円（2.7％）増加し、１億５千２百万円となり

ました。また、車両売却益等の計上があったことから、経常利益は前年同四半期より１億２千２百万円

（91.3％）増加し、２億５千６百万円となりました。 



これらの結果、当期純利益につきましては、前年同四半期より６千８百万円(122.0%)増加し、１億２

千５百万円となりました。 

 

（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６億１千万円増加し、328億１千５百万円となりました。こ

のうち、流動資産は２千２百万円増加し、106億２百万円となりました。また、固定資産は５億８千８

百万円増加し、222億１千３百万円となりました。この主な要因は、飲料水の製造販売業参入に伴い、

機械装置等の設備投資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７億２千８百万円増加し261億１千３百万円となりました。こ

のうち、流動負債は10億７千８百万円増加し、203億３千６百万円となりました。この主な要因は、飲

料水の製造販売業参入に伴う設備資金、運転資金の一部を一時的に短期借入金で賄ったことによるもの

であります。また、固定負債は３億５千万円減少し、57億７千６百万円となりました。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67億２百万円となり、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20.1%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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,586,577 2,707,825

受取手形 889,474 891,194

営業未収入金 5,891,738 5,512,237

たな卸資産 34,477 53,179

繰延税金資産 157,289 151,065

その他 1,033,222 1,292,093

貸倒引当金 △12,305 △4,637

流動資産合計 10,580,475 10,602,957

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,632,867 4,753,247

機械装置及び運搬具（純額） 3,145,844 4,047,579

土地 7,141,767 7,141,767

その他（純額） 1,250,619 868,213

有形固定資産合計 16,171,098 16,810,808

無形固定資産   

のれん 1,028,141 1,015,127

その他 182,827 191,413

無形固定資産合計 1,210,968 1,206,541

投資その他の資産   

投資有価証券 1,682,374 1,621,196

繰延税金資産 182,985 184,915

差入保証金 1,851,461 1,867,063

その他 566,175 563,564

貸倒引当金 △48,713 △49,060

投資その他の資産合計 4,234,283 4,187,679

固定資産合計 21,616,350 22,205,028

資産合計 32,196,825 32,807,986

〔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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 572,767 594,582

営業未払金 4,599,537 4,274,076

短期借入金 11,204,838 12,231,224

未払法人税等 121,499 127,935

役員賞与引当金 38,845 －

その他 2,703,567 3,093,774

流動負債合計 19,241,055 20,321,594

固定負債   

長期借入金 4,616,782 4,497,928

繰延税金負債 304,245 301,518

退職給付引当金 175,529 169,043

役員退職慰労引当金 151,670 144,810

資産除去債務 72,058 72,380

その他 807,481 591,253

固定負債合計 6,127,766 5,776,933

負債合計 25,368,821 26,098,527

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 5,835,356 5,868,332

自己株式 △305,206 △305,575

株主資本合計 7,087,157 7,119,764

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △360,268 △516,335

その他の包括利益累計額合計 △360,268 △516,335

少数株主持分 101,115 106,029

純資産合計 6,828,004 6,709,458

負債純資産合計 32,196,825 32,807,986
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,586,577 2,707,825

受取手形 889,474 891,194

営業未収入金 5,880,891 5,502,106

たな卸資産 34,477 53,179

繰延税金資産 168,142 160,975

その他 1,033,222 1,292,093

貸倒引当金 △12,305 △4,637

流動資産合計 10,580,481 10,602,736

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,632,867 4,753,247

機械装置及び運搬具（純額） 3,145,844 4,047,579

土地 7,141,767 7,141,767

その他（純額） 1,250,619 868,213

有形固定資産合計 16,171,098 16,810,808

無形固定資産   

のれん 1,036,312 1,023,194

その他 182,827 191,413

無形固定資産合計 1,219,139 1,214,608

投資その他の資産   

投資有価証券 1,682,374 1,621,196

繰延税金資産 182,985 184,915

差入保証金 1,851,461 1,867,063

その他 566,175 563,564

貸倒引当金 △48,713 △49,060

投資その他の資産合計 4,234,283 4,187,679

固定資産合計 21,624,521 22,213,095

資産合計 32,205,002 32,815,832

〔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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 572,767 594,582

営業未払金 4,603,095 4,275,573

短期借入金 11,204,838 12,231,224

未払法人税等 121,499 127,935

役員賞与引当金 38,845 －

その他 2,716,918 3,107,492

流動負債合計 19,257,964 20,336,808

固定負債   

長期借入金 4,616,782 4,497,928

繰延税金負債 304,245 301,518

退職給付引当金 175,529 169,043

役員退職慰労引当金 151,670 144,810

資産除去債務 72,058 72,380

その他 807,481 591,253

固定負債合計 6,127,766 5,776,933

負債合計 25,385,731 26,113,741

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 5,826,623 5,860,964

自己株式 △305,206 △305,575

株主資本合計 7,078,424 7,112,396

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △360,268 △516,335

その他の包括利益累計額合計 △360,268 △516,335

少数株主持分 101,115 106,029

純資産合計 6,819,271 6,702,090

負債純資産合計 32,205,002 32,815,832
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

営業収益 9,398,615 11,458,897

営業原価 8,878,232 10,886,778

営業総利益 520,382 572,119

販売費及び一般管理費 372,294 422,400

営業利益 148,087 149,718

営業外収益   

受取利息 3,808 4,411

受取配当金 30,566 27,249

寮収入 10,521 12,703

車両売却益 － 92,784

その他 13,228 36,231

営業外収益合計 58,124 173,380

営業外費用   

支払利息 31,971 36,704

寮支出 33,533 27,806

その他 6,698 4,551

営業外費用合計 72,202 69,062

経常利益 134,010 254,036

特別損失   

固定資産除売却損 3,390 15,349

会員権評価損 4,238 185

その他 2,489 9

特別損失合計 10,119 15,544

税金等調整前四半期純利益 123,890 238,492

法人税、住民税及び事業税 50,302 102,525

法人税等調整額 14,153 5,205

法人税等合計 64,455 107,730

少数株主損益調整前四半期純利益 59,434 130,762

少数株主利益 3,005 6,834

四半期純利益 56,429 123,927

〔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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 59,434 130,762

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71,804 △156,066

その他の包括利益合計 △71,804 △156,066

四半期包括利益 △12,369 △25,304

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △15,024 △32,104

少数株主に係る四半期包括利益 2,654 6,799
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

営業収益 9,398,615 11,461,490

営業原価 8,878,232 10,886,960

営業総利益 520,382 574,529

販売費及び一般管理費 372,294 422,503

営業利益 148,087 152,025

営業外収益   

受取利息 3,808 4,411

受取配当金 30,566 27,249

寮収入 10,521 12,703

車両売却益 － 92,784

その他 13,228 36,231

営業外収益合計 58,124 173,380

営業外費用   

支払利息 31,971 36,704

寮支出 33,533 27,806

その他 6,698 4,551

営業外費用合計 72,202 69,062

経常利益 134,010 256,344

特別損失   

固定資産除売却損 3,390 15,349

会員権評価損 4,238 185

その他 2,489 9

特別損失合計 10,119 15,544

税金等調整前四半期純利益 123,890 240,799

法人税、住民税及び事業税 50,302 102,525

法人税等調整額 14,153 6,147

法人税等合計 64,455 108,673

少数株主損益調整前四半期純利益 59,434 132,126

少数株主利益 3,005 6,834

四半期純利益 56,429 125,292
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 59,434 132,126

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71,804 △156,066

その他の包括利益合計 △71,804 △156,066

四半期包括利益 △12,369 △23,939

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △15,024 △30,739

少数株主に係る四半期包括利益 2,654 6,799
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