
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26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26年２月12日に公表いたしました「平成26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26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 26 年 3 月期第 3四半期の連結業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 25 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）経営成績に関する説明 

2 ページ    1.当四半期決算に関する定性的情報（2）財政状態に関する説明 

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損計算書 

 

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 26 年 3 月期第 3四半期の連結業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 25 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 ％

26年3月期第3四半期 38,663 3.0 525 △30.4 533 △39.1 374 △29.7
25年 3月期第3四半期 37,532 23.0 755 14.5 875 43.2 531 197.3
（注） 包括利益    26 年 3 月期第 3 四半期 480 百万円（8.2％）  25 年 3 月期第 3四半期 443 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

26年3月期第3四半期 30.63 ― 
25年3月期第3四半期 41.27 ― 
 
（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

26年 3月期第3四半期 32,323 7,628 23.3 615.72
25 年 3 月期 30,926 7,240 23.1 584.05

（参考） 自己資本  26 年 3 月期第 3四半期  7,520 百万円 25 年 3 月期  7,135 百万円 

 
(訂正後) 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 26 年 3 月期第 3四半期の連結業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 25 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 ％

26年3月期第3四半期 38,660 3.0 522 △30.8 530 △39.4 359 △32.4
25年 3月期第3四半期 37,533 23.0 755 14.6     875 43.2 531 197.2
（注） 包括利益    26 年 3 月期第 3四半期 465 百万円（5.0％）  25 年 3 月期第 3四半期  443 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

26年3月期第3四半期 29.44 ― 
25年3月期第3四半期 41.26 ― 
 
（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

26年 3月期第3四半期 32,319 7,595 23.2 613.00
25 年 3 月期 30,933 7,221 23.0 582.52

（参考） 自己資本  26 年 3 月期第 3四半期  7,487 百万円  25 年 3 月期  7,116 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）経営成績に関する説明 

   （省略） 

一方、同じく当社グループを構成する青山本店グループでは、倉庫部門に関連する貨物自動車運送事

業が減収となったことにより、営業収益は前年同期比８億２千５百万円減（△14.1%）の50億２千万円

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11億３千万円増（+3.0%）

の386億６千３百万円となりました。 

利益面につきましては、増収による押し上げ効果はあったものの、原油価格の上昇による燃料費や航

送料の負担増、外部経費の増加などにより、営業利益は前年同期比２億２千９百万円減（△30.4％）の

５億２千５百万円となりました。また、前年は車両売却益等の計上があったことなどから、経常利益は

前年同期比３億４千２百万円減（△39.1％）の５億３千３百万円となりました。 

これらに、札幌通運㈱における賃貸駐車場の売却益３億１千９百万円の計上があったものの、前年は

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があったことなど

から、四半期純利益につきましては、前年同期比１億５千７百万円減(△29.7%)の３億７千４百万円と

なりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

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13億９千６百万円増加し、323億２千３百万円となりました。

このうち、流動資産は20億２千３百万円増加し、121億１千８百万円となりました。また、固定資産は

６億２千６百万円減少し、202億５百万円となりました。この主な要因は、土地の売却及び投資有価証

券の売却を行ったことにより現金及び預金が増加したものであります。 

当第３四半期末の負債は、前期末から10億８百万円増加し246億９千５百万円となりました。このう

ち、流動負債は12億５千９百万円増加し、188億７千万円となりました。この主な要因は、短期借入金

の増加によるものであります。また、固定負債は２億５千万円減少し、58億２千４百万円となりました。

この主な要因は、長期借入金の返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76億２千８百万円となり、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23.3%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、同じく当社グループを構成する青山本店グループでは、倉庫部門に関連する貨物自動車運送事

業が減収となったことにより、営業収益は前年同期比８億２千８百万円減（△14.2%）の50億１千８百

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11億２千７百万円増

（+3.0%）の386億６千万円となりました。 

利益面につきましては、増収による押し上げ効果はあったものの、原油価格の上昇による燃料費や航

送料の負担増、外部経費の増加などにより、営業利益は前年同期比２億３千２百万円減（△30.8％）の

５億２千２百万円となりました。また、前年は車両売却益等の計上があったことなどから、経常利益は

前年同期比３億４千４百万円減（△39.4％）の５億３千万円となりました。 

これらに、札幌通運㈱における賃貸駐車場の売却益３億１千９百万円の計上があったものの、前年は

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があったことなど

から、四半期純利益につきましては、前年同期比１億７千２百万円減(△32.4%)の３億５千９百万円と

なりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

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13億８千５百万円増加し、323億１千９百万円となりました。

このうち、流動資産は20億１千６百万円増加し、121億６百万円となりました。また、固定資産は６億

３千万円減少し、202億１千３百万円となりました。この主な要因は、土地の売却及び投資有価証券の

売却を行ったことにより現金及び預金が増加したものであります。 

当第３四半期末の負債は、前期末から10億１千２百万円増加し247億２千３百万円となりました。こ

のうち、流動負債は12億６千２百万円増加し、188億９千９百万円となりました。この主な要因は、短

期借入金の増加によるものであります。また、固定負債は２億５千万円減少し、58億２千４百万円とな

りました。この主な要因は、長期借入金の返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75億９千５百円となり、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23.2%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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,988,991 3,392,029

受取手形 890,066 1,060,591

営業未収入金 5,809,210 6,023,366

たな卸資産 65,395 90,805

繰延税金資産 116,981 59,696

その他 1,233,257 1,500,536

貸倒引当金 △8,929 △8,865

流動資産合計 10,094,974 12,118,160

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,385,891 4,199,263

機械装置及び運搬具（純額） 3,570,377 3,496,623

土地 6,796,320 6,630,920

その他（純額） 942,449 1,070,335

有形固定資産合計 15,695,039 15,397,142

無形固定資産   

のれん 976,083 937,040

その他 210,041 210,550

無形固定資産合計 1,186,125 1,147,590

投資その他の資産   

投資有価証券 1,311,915 1,000,505

繰延税金資産 175,166 182,253

差入保証金 1,776,752 1,832,198

その他 748,075 709,492

貸倒引当金 △61,249 △63,567

投資その他の資産合計 3,950,660 3,660,883

固定資産合計 20,831,825 20,205,616

資産合計 30,926,799 32,323,776

〔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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 808,927 870,200

営業未払金 4,605,524 4,813,547

短期借入金 9,539,440 10,271,260

未払法人税等 496,933 344,706

役員賞与引当金 43,075 －

資産除去債務 44,898 －

その他 2,072,327 2,570,578

流動負債合計 17,611,127 18,870,291

固定負債   

長期借入金 4,693,439 4,330,320

繰延税金負債 273,109 247,266

退職給付引当金 173,117 185,296

役員退職慰労引当金 155,940 181,910

資産除去債務 73,345 74,419

その他 706,365 805,541

固定負債合計 6,075,316 5,824,753

負債合計 23,686,444 24,695,045

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 6,167,949 6,456,607

自己株式 △531,623 △532,652

株主資本合計 7,193,332 7,480,961

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △58,023 39,442

その他の包括利益累計額合計 △58,023 39,442

少数株主持分 105,046 108,326

純資産合計 7,240,355 7,628,730

負債純資産合計 30,926,799 32,323,776
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,988,991 3,392,029

受取手形 890,066 1,060,591

営業未収入金 5,796,107 6,011,397

たな卸資産 65,395 90,805

繰延税金資産 124,738 59,696

その他 1,233,257 1,500,536

貸倒引当金 △8,929 △8,865

流動資産合計 10,089,628 12,106,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,385,891 4,199,263

機械装置及び運搬具（純額） 3,570,377 3,496,623

土地 6,796,320 6,630,920

その他（純額） 942,449 1,070,335

有形固定資産合計 15,695,039 15,397,142

無形固定資産   

のれん 987,981 944,487

その他 210,041 210,550

無形固定資産合計 1,198,022 1,155,037

投資その他の資産   

投資有価証券 1,311,915 1,000,505

繰延税金資産 175,166 182,253

差入保証金 1,776,752 1,832,198

その他 748,075 709,492

貸倒引当金 △61,249 △63,567

投資その他の資産合計 3,950,660 3,660,883

固定資産合計 20,843,722 20,213,062

資産合計 30,933,351 32,319,254

〔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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 808,927 870,200

営業未払金 4,615,944 4,823,966

短期借入金 9,539,440 10,271,260

未払法人税等 496,933 344,706

役員賞与引当金 43,075 －

資産除去債務 44,898 －

その他 2,087,150 2,588,891

流動負債合計 17,636,369 18,899,024

固定負債   

長期借入金 4,693,439 4,330,320

繰延税金負債 273,109 247,266

退職給付引当金 173,117 185,296

役員退職慰労引当金 155,940 181,910

資産除去債務 73,345 74,419

その他 706,365 805,541

固定負債合計 6,075,316 5,824,753

負債合計 23,711,686 24,723,778

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 6,149,258 6,423,352

自己株式 △531,623 △532,652

株主資本合計 7,174,642 7,447,707

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △58,023 39,442

その他の包括利益累計額合計 △58,023 39,442

少数株主持分 105,046 108,326

純資産合計 7,221,665 7,595,476

負債純資産合計 30,933,351 32,319,254
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業収益 37,532,984 38,663,018

営業原価 35,354,001 36,887,598

営業総利益 2,178,983 1,775,419

販売費及び一般管理費 1,423,717 1,250,028

営業利益 755,265 525,390

営業外収益   

受取利息 13,071 12,385

受取配当金 41,311 28,025

寮収入 37,298 33,149

補助金収入 17,991 37,929

車両売却益 114,464 11,082

その他 97,066 60,646

営業外収益合計 321,203 183,217

営業外費用   

支払利息 109,032 92,972

寮支出 72,789 63,725

その他 18,984 18,358

営業外費用合計 200,806 175,057

経常利益 875,662 533,551

特別利益   

固定資産売却益 817,418 319,605

投資有価証券売却益 － 89,195

特別利益合計 817,418 408,801

特別損失   

固定資産除売却損 53,649 13,684

減損損失 401,019 －

その他 68,544 776

特別損失合計 523,213 14,460

税金等調整前四半期純利益 1,169,867 927,891

法人税、住民税及び事業税 594,843 503,310

法人税等調整額 29,531 41,571

法人税等合計 624,375 544,881

少数株主損益調整前四半期純利益 545,492 383,009

少数株主利益 13,567 8,832

四半期純利益 531,925 374,177

〔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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 545,492 383,009

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △101,682 97,465

その他の包括利益合計 △101,682 97,465

四半期包括利益 443,809 480,475

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 429,727 471,641

少数株主に係る四半期包括利益 14,082 8,834
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業収益 37,533,598 38,660,661

営業原価 35,354,203 36,887,598

営業総利益 2,179,394 1,773,062

販売費及び一般管理費 1,424,028 1,250,339

営業利益 755,366 522,723

営業外収益   

受取利息 13,071 12,385

受取配当金 41,311 28,025

寮収入 37,298 33,149

補助金収入 17,991 37,929

車両売却益 114,464 11,082

その他 97,066 60,646

営業外収益合計 321,203 183,217

営業外費用   

支払利息 109,032 92,972

寮支出 72,789 63,725

その他 18,984 18,358

営業外費用合計 200,806 175,057

経常利益 875,763 530,884

特別利益   

固定資産売却益 817,418 319,605

投資有価証券売却益 － 89,195

特別利益合計 817,418 408,801

特別損失   

固定資産除売却損 53,649 13,684

減損損失 401,019 －

その他 68,544 776

特別損失合計 523,213 14,460

税金等調整前四半期純利益 1,169,968 925,224

法人税、住民税及び事業税 594,843 503,310

法人税等調整額 29,692 53,468

法人税等合計 624,535 556,779

少数株主損益調整前四半期純利益 545,432 368,445

少数株主利益 13,567 8,832

四半期純利益 531,865 359,613

〔６ページ〕 
（訂正後）
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 545,432 368,445

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △101,682 97,465

その他の包括利益合計 △101,682 97,465

四半期包括利益 443,749 465,911

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 429,667 457,077

少数株主に係る四半期包括利益 14,082 8,834
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