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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 

 

当社が平成25年２月12日に公表いたしました「平成25年３月期第３四半期決算短信[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３四半期決算短信[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3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 3四半期の連結業績（平成 24 年 4 月 1日～平成 24 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） 

 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 3四半期 37,532 23.0 755 14.5 875 43.2 531 197.3
24 年 3月期第 3四半期 30,523 △2.6 659 △19.7 611 △26.3 178 △38.2
（注） 包括利益    25 年 3 月期第 3 四半期 443 百万円（－％） 24 年 3 月期第 3四半期   △8 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 3四半期 41.27 ― 
24 年 3 月期第 3四半期 13.77 ― 
 
（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3四半期 32,953 6,952 20.8 559.85
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 3四半期 6,839 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 3四半期の連結業績（平成 24 年 4 月 1日～平成 24 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） 

 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 3四半期 37,533 23.0 755 14.6 875 43.2 531 197.2
24 年 3月期第 3四半期 30,523 △2.6 659 △19.7 611 △26.3 178 △38.2
（注） 包括利益    25 年 3 月期第 3 四半期  443 百万円（－％） 24 年 3 月期第 3四半期  △8百万円（－％）

 

 
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3四半期 41.26 ― 
24年3月期第3四半期 13.77 ― 
 
（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3四半期 32,960 6,943 20.7 559.24
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 3四半期 6,831 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） 

一方、当社グループを構成する中央通運グループでは、前年同四半期において震災による輸送インフ

ラの混乱により取扱が減少していた鉄道利用運送部門が順調に回復したことにより、営業収益は前年同

期比２億９千７百万円増（+7.4%）の43億２百万円となりました。また、同じく当社グループを構成す

る青山本店グループでは、営業収益は58億４千５百万円となりました。 

これらの結果、ロジネットジャパングループ全体の営業収益は、前年同期比70億９百万円増（+23.0%）

の375億３千２百万円となりました。 

利益面につきましては、原油価格の上昇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期比９千５百万円増（+14.5％）の７億５千５百万円となりました。

また、車両売却益等の計上があったことから、経常利益は前年同期比２億６千４百万円増（+43.2％）

の８億７千５百万円となりました。 

これらに札幌通運㈱における旧本社ビルの売却に伴う固定資産売却益８億１千７百万円、札幌通運㈱

倉庫支店大曲営業所における減損損失３億６千７百万円を含む減損損失４億１百万円等の計上を加え

た結果、四半期純利益につきましては、前年同期比３億５千２百万円増(+197.3%)の５億３千１百万円

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３四半期末の総資産は、前期末から７億５千６百万円増加し、329億５千３百万円となりました。

このうち、流動資産は８億３千３百万円増加し、114億１千４百万円となりました。この主な要因は、

手元現預金を厚くしたことによるものであります。また、固定資産は７千６百万円減少し、215億３千

９百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の減損処理を行ったことによるものであります。 

当第３四半期末の負債は、前期末から６億３千２百万円増加し260億１百万円となりました。このう

ち、流動負債は７億４千５百万円増加し、199億８千６百万円となりました。この主な要因は、運転資

金を短期借入金の調達により賄ったことによるものであります。また、固定負債は１億１千３百万円減

少し、60億１千４百万円となりました。 

これらの結果、純資産は69億５千２百万円となり、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20.8%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）経営成績に関する説明 

   （省略） 

一方、当社グループを構成する中央通運グループでは、前年同四半期において震災による輸送インフ

ラの混乱により取扱が減少していた鉄道利用運送部門が順調に回復したことにより、営業収益は前年同

期比２億９千７百万円増（+7.4%）の43億２百万円となりました。また、同じく当社グループを構成す



る青山本店グループでは、営業収益は58億４千６百万円となりました。 

これらの結果、ロジネットジャパングループ全体の営業収益は、前年同期比70億１千万円増（+23.0%）

の375億３千３百万円となりました。 

利益面につきましては、原油価格の上昇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期比９千５百万円増（+14.6％）の７億５千５百万円となりました。

また、車両売却益等の計上があったことから、経常利益は前年同期比２億６千４百万円増（+43.2％）

の８億７千５百万円となりました。 

これらに札幌通運㈱における旧本社ビルの売却に伴う固定資産売却益８億１千７百万円、札幌通運㈱

倉庫支店大曲営業所における減損損失３億６千７百万円を含む減損損失４億１百万円等の計上を加え

た結果、四半期純利益につきましては、前年同期比３億５千２百万円増(+197.2%)の５億３千１百万円

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３四半期末の総資産は、前期末から７億５千５百万円増加し、329億６千万円となりました。こ

のうち、流動資産は８億３千２百万円増加し、114億１千３百万円となりました。この主な要因は、手

元現預金を厚くしたことによるものであります。また、固定資産は７千６百万円減少し、215億４千７

百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の減損処理を行ったことによるものであります。 

当第３四半期末の負債は、前期末から６億３千１百万円増加し260億１千７百万円となりました。こ

のうち、流動負債は７億４千４百万円増加し、200億２百万円となりました。この主な要因は、運転資

金を短期借入金の調達により賄ったことによるものであります。また、固定負債は１億１千３百万円減

少し、60億１千４百万円となりました。 

これらの結果、純資産は69億４千３百万円となり、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20.7%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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,586,577 3,038,384

受取手形 889,474 971,603

営業未収入金 5,891,738 5,851,203

たな卸資産 34,477 57,397

繰延税金資産 157,289 93,404

その他 1,033,222 1,407,369

貸倒引当金 △12,305 △5,347

流動資産合計 10,580,475 11,414,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,632,867 4,451,555

機械装置及び運搬具（純額） 3,145,844 3,777,997

土地 7,141,767 6,804,917

その他（純額） 1,250,619 886,421

有形固定資産合計 16,171,098 15,920,892

無形固定資産   

のれん 1,028,141 989,098

その他 182,827 215,466

無形固定資産合計 1,210,968 1,204,565

投資その他の資産   

投資有価証券 1,682,374 1,770,618

繰延税金資産 182,985 175,836

差入保証金 1,851,461 1,772,442

その他 566,175 752,364

貸倒引当金 △48,713 △57,021

投資その他の資産合計 4,234,283 4,414,239

固定資産合計 21,616,350 21,539,697

資産合計 32,196,825 32,953,712

〔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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 572,767 700,355

営業未払金 4,599,537 4,587,782

短期借入金 11,204,838 11,678,995

未払法人税等 121,499 540,988

役員賞与引当金 38,845 －

その他 2,703,567 2,478,536

流動負債合計 19,241,055 19,986,658

固定負債   

長期借入金 4,616,782 4,710,695

繰延税金負債 304,245 266,418

退職給付引当金 175,529 173,234

役員退職慰労引当金 151,670 148,060

資産除去債務 72,058 73,023

その他 807,481 643,060

固定負債合計 6,127,766 6,014,491

負債合計 25,368,821 26,001,149

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 6,276,330

自己株式 △305,206 △531,586

株主資本合計 7,087,157 7,301,750

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 △461,951

その他の包括利益累計額合計 △360,268 △461,951

少数株主持分 101,115 112,762

純資産合計 6,828,004 6,952,562

負債純資産合計 32,196,825 32,953,712
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,586,577 3,038,384

受取手形 889,474 971,603

営業未収入金 5,880,891 5,839,927

たな卸資産 34,477 57,397

繰延税金資産 168,142 104,096

その他 1,033,222 1,407,369

貸倒引当金 △12,305 △5,347

流動資産合計 10,580,481 11,413,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,632,867 4,451,555

機械装置及び運搬具（純額） 3,145,844 3,777,997

土地 7,141,767 6,804,917

その他（純額） 1,250,619 886,421

有形固定資産合計 16,171,098 15,920,892

無形固定資産   

のれん 1,036,312 996,958

その他 182,827 215,466

無形固定資産合計 1,219,139 1,212,425

投資その他の資産   

投資有価証券 1,682,374 1,770,618

繰延税金資産 182,985 175,836

差入保証金 1,851,461 1,772,442

その他 566,175 752,364

貸倒引当金 △48,713 △57,021

投資その他の資産合計 4,234,283 4,414,239

固定資産合計 21,624,521 21,547,557

資産合計 32,205,002 32,960,989

〔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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 572,767 700,355

営業未払金 4,603,095 4,589,279

短期借入金 11,204,838 11,678,995

未払法人税等 121,499 540,988

役員賞与引当金 38,845 －

その他 2,716,918 2,493,109

流動負債合計 19,257,964 20,002,727

固定負債   

長期借入金 4,616,782 4,710,695

繰延税金負債 304,245 266,418

退職給付引当金 175,529 173,234

役員退職慰労引当金 151,670 148,060

資産除去債務 72,058 73,023

その他 807,481 643,060

固定負債合計 6,127,766 6,014,491

負債合計 25,385,731 26,017,219

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 6,267,537

自己株式 △305,206 △531,586

株主資本合計 7,078,424 7,292,958

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 △461,951

その他の包括利益累計額合計 △360,268 △461,951

少数株主持分 101,115 112,762

純資産合計 6,819,271 6,943,769

負債純資産合計 32,205,002 32,960,989
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収益 30,523,295 37,532,984

営業原価 28,738,063 35,354,001

営業総利益 1,785,231 2,178,983

販売費及び一般管理費 1,125,841 1,423,717

営業利益 659,390 755,265

営業外収益   

受取利息 14,558 13,071

受取配当金 44,191 41,311

寮収入 29,977 37,298

車両売却益 11,950 114,464

その他 50,691 115,058

営業外収益合計 151,369 321,203

営業外費用   

支払利息 94,793 109,032

寮支出 88,561 72,789

その他 15,788 18,984

営業外費用合計 199,142 200,806

経常利益 611,617 875,662

特別利益   

固定資産売却益 93 817,418

投資有価証券売却益 1,704 －

特別利益合計 1,798 817,418

特別損失   

固定資産除売却損 196,391 53,649

減損損失 － 401,019

その他 35,784 68,544

特別損失合計 232,176 523,213

税金等調整前四半期純利益 381,239 1,169,867

法人税、住民税及び事業税 188,086 594,843

法人税等調整額 2,317 29,531

法人税等合計 190,404 624,375

少数株主損益調整前四半期純利益 190,834 545,492

少数株主利益 11,904 13,567

四半期純利益 178,929 531,925

〔６ページ〕 
（訂正前）
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,834 545,492

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △199,626 △101,682

その他の包括利益合計 △199,626 △101,682

四半期包括利益 △8,792 443,809

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,715 429,727

少数株主に係る四半期包括利益 10,923 14,082
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収益 30,523,295 37,533,598

営業原価 28,738,063 35,354,203

営業総利益 1,785,231 2,179,394

販売費及び一般管理費 1,125,841 1,424,028

営業利益 659,390 755,366

営業外収益   

受取利息 14,558 13,071

受取配当金 44,191 41,311

寮収入 29,977 37,298

車両売却益 11,950 114,464

その他 50,691 115,058

営業外収益合計 151,369 321,203

営業外費用   

支払利息 94,793 109,032

寮支出 88,561 72,789

その他 15,788 18,984

営業外費用合計 199,142 200,806

経常利益 611,617 875,763

特別利益   

固定資産売却益 93 817,418

投資有価証券売却益 1,704 －

特別利益合計 1,798 817,418

特別損失   

固定資産除売却損 196,391 53,649

減損損失 － 401,019

その他 35,784 68,544

特別損失合計 232,176 523,213

税金等調整前四半期純利益 381,239 1,169,968

法人税、住民税及び事業税 188,086 594,843

法人税等調整額 2,317 29,692

法人税等合計 190,404 624,535

少数株主損益調整前四半期純利益 190,834 545,432

少数株主利益 11,904 13,567

四半期純利益 178,929 531,865

〔６ページ〕 
（訂正後）

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線

k-watanabe
下線



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,834 545,432

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △199,626 △101,682

その他の包括利益合計 △199,626 △101,682

四半期包括利益 △8,792 443,749

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,715 429,667

少数株主に係る四半期包括利益 10,923 14,082
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