
平成 25 年 12 月 26 日  

各    位 

会 社 名   株式会社フォーバル      

代表者名   代表取締役社長 中島 將典 

（ＪＡＳＤＡＱ ・ コード番号８２７５） 

問合せ先   取締役    加藤   康二 

電話 ０３-３４９８-１５４１ 

  

     

（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 

 

当社は平成 25 年 12 月 10 日付け「過年度有価証券報告書等、決算短信の訂正に関するお知ら

せ」において過年度決算を訂正する旨の公表いたしましたが、これに基づき「平成 25 年３月期

第１四半期決算短信」（平成 24 年８月 10 日公表）の記載事項の一部について、下記のとおり訂

正いたします。訂正箇所は＿＿＿＿線で示しております。 

 

記 

 

【訂正事項】 

 

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） 

（１） 連結経営成績（累計） 

（２） 連結財政状態 

３．平成 25 年３月期の連結業績予想（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 

 

添付資料 

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） 連結財政状態に関する定性的情報 

３．四半期連結財務諸表 

（１） 四半期連結貸借対照表 

（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 

（４） セグメント情報等 
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□ 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） 

 

（百万円未満切捨て）  

（訂正前） 
 
(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      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 8,480 7.4 126 521.8 165 328.4 77 － 

24年３月期第1四半期 7,896 △0.5 20 △79.0 38 △61.8 4 － 

（注）包括利益 25 年 3 月期第 1四半期 △12 百万円（－％） 24 年 3 月期第 1 四半期 180 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 5.73 － 

24 年３月期第 1四半期 0.34 － 

 
(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 13,972 5,576 36.8 379.19

24 年３月期 16,224 5,823 33.1 395.48

（参考）自己資本 25 年 3 月期第 1四半期 5,142 百万円 24 年 3 月期 5,364 百万円   
 
（訂正後） 
 
(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      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 8,480 7.4 130 388.9 169 277.0 80 756.0

24年３月期第1四半期 7,896 △0.5 26 △72.4 44 △55.5 9 － 

（注）包括利益 25 年 3 月期第 1四半期 △8 百万円（－％） 24 年 3 月期第 1四半期 186 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 5.95 － 

24 年３月期第 1四半期 0.70 － 

 
(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 13,881 5,485 36.6 374.16

24 年３月期 16,129 5,728 32.8 390.23

（参考）自己資本 25 年 3 月期第 1四半期 5,074 百万円 24 年 3 月期 5,292 百万円   
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３．平成 25 年３月期の連結業績予想（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 
 
（訂正前） 
 

（％表示は、対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      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 35,000 0.9 1,100 30.3 1,100 30.0 700 19.2 51.61

 
（訂正後） 
 

（％表示は、対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      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 35,000 0.9 1,100 26.6 1,100 26.2 700 7.8 51.61
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□ 添付資料 

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 

 

（訂正前） 

 

（省略） 

利益面では事業拡大に伴う人件費の増加等により販売費及び一般管理費が前年同期比6.3％増加し

た一方で、「アイコンサービス」等が順調に拡大し利益率が改善して売上総利益が前年同期比11.1％

増加したことで、営業利益は126百万円（前年同期比521.8％増）、経常利益は165百万円（前年同期比

328.4％増）、四半期純利益は77百万円（前年同期は４百万円の四半期純利益）となりました。 

（省略） 

  

（訂正後） 

 

（省略） 

利益面では事業拡大に伴う人件費の増加等により販売費及び一般管理費が前年同期比6.4％増加し

た一方で、「アイコンサービス」等が順調に拡大し利益率が改善して売上総利益が前年同期比11.1％

増加したことで、営業利益は130百万円（前年同期比388.9％増）、経常利益は169百万円（前年同期比

277.0％増）、四半期純利益は80百万円（前年同期比756.0％増）となりました。 

（省略） 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 

（訂正前） 

 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,252百万円減少し13,972

百万円となりました。 

流動資産は9,217百万円となり、前連結会計年度末比2,137百万円の減少となりました。これは主と

して受取手形及び売掛金の減少1,554百万円によるものです。 

固定資産は4,753百万円となり、前連結会計年度末比113百万円の減少となりました。これは主とし

て投資有価証券の時価下落に伴い投資その他の資産が93百万円減少したことによるものです。 

流動負債は5,887百万円となり、前連結会計年度末比1,925百万円の減少となりました。これは主と

して支払手形及び買掛金の減少1,349百万円、短期借入金の減少243百万円によるものです。 

固定負債は2,508百万円となり、前連結会計年度末比79百万円の減少となりました。これは主として

長期借入金の減少86百万円によるものです。 

純資産は5,576百万円となり、前連結会計年度末比246百万円の減少となりました。これは主として

第１四半期純利益77百万円に対し、配当による減少203百万円、保有有価証券の時価の下落によるその

他有価証券評価差額金の減少93百万円等によるものです。 

  

（訂正後） 

 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,248百万円減少し13,881

百万円となりました。 

流動資産は9,217百万円となり、前連結会計年度末比2,137百万円の減少となりました。これは主と

して受取手形及び売掛金の減少1,554百万円によるものです。 

固定資産は4,662百万円となり、前連結会計年度末比109百万円の減少となりました。これは主とし

て投資有価証券の時価下落に伴い投資その他の資産が93百万円減少したことによるものです。 

流動負債は5,887百万円となり、前連結会計年度末比1,925百万円の減少となりました。これは主と

して支払手形及び買掛金の減少1,349百万円、短期借入金の減少243百万円によるものです。 

固定負債は2,508百万円となり、前連結会計年度末比79百万円の減少となりました。これは主として

長期借入金の減少86百万円によるものです。 

純資産は5,485百万円となり、前連結会計年度末比242百万円の減少となりました。これは主として

第１四半期純利益80百万円に対し、配当による減少203百万円、保有有価証券の時価の下落によるその

他有価証券評価差額金の減少93百万円等によるものです。 
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４ページ ３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  

（訂正前） 

（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 

（中略） 

 固定資産 

  有形固定資産 974,802 999,286

  無形固定資産 

   のれん 626,805 585,367

   その他 204,528 201,166

   無形固定資産合計 831,333 786,534

  投資その他の資産 

   投資有価証券 2,164,645 2,037,443

   その他 1,302,082 1,325,716

   貸倒引当金 △405,861 △395,669

   投資その他の資産合計 3,060,866 2,967,490

  固定資産合計 4,867,001 4,753,311

 繰延資産 2,352 1,683

 資産合計 16,224,284 13,972,264

（中略）  

純資産の部  

 株主資本 

  資本金 4,150,294 4,150,294

  資本剰余金 2,488,479 2,488,479

  利益剰余金 △2,144,398 △2,270,063

  自己株式 △101,663 △101,663

  株主資本合計 4,392,712 4,267,047

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 973,175 879,429

  為替換算調整勘定 △1,883 △3,508

  その他の包括利益累計額合計 971,292 875,921

 新株予約権 855 1,699

 少数株主持分 458,228 431,760

 純資産合計 5,823,088 5,576,428

負債純資産合計  16,224,284 13,972,264
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（訂正後） 

（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 

（中略） 

 固定資産 

  有形固定資産 974,802 999,286

  無形固定資産 

   のれん 532,384 494,880

   その他 204,528 201,166

   無形固定資産合計 736,913 696,047

  投資その他の資産 

   投資有価証券 2,164,645 2,037,443

   その他 1,302,082 1,325,716

   貸倒引当金 △405,861 △395,669

   投資その他の資産合計 3,060,866 2,967,490

  固定資産合計 4,772,581 4,662,825

 繰延資産 2,352 1,683

 資産合計 16,129,864 13,881,778

（中略）  

純資産の部  

 株主資本 

  資本金 4,150,294 4,150,294

  資本剰余金 2,488,479 2,488,479

  利益剰余金 △2,215,582 △2,338,281

  自己株式 △101,663 △101,663

  株主資本合計 4,321,528 4,198,829

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 973,175 879,429

  為替換算調整勘定 △1,883 △3,508

  その他の包括利益累計額合計 971,292 875,921

 新株予約権 855 1,699

 少数株主持分 434,991 409,492

 純資産合計 5,728,668 5,485,941

負債純資産合計  16,129,864 13,881,778

  

7



（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） 

 

（訂正前）  

（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)  

売上高  7,896,122 8,480,409

売上原価 5,705,018 6,046,197

売上総利益 2,191,103 2,434,212

販売費及び一般管理費 2,170,810 2,308,029

営業利益 20,293 126,182

（中略） 

経常利益 38,635 165,531

（中略） 

税金等調整前四半期純利益 35,683 165,196

法人税、住民税及び事業税 28,125 42,034

法人税等調整額 12,648 39,825

法人税等合計 40,774 81,860

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△5,090 83,336

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9,759 5,554

四半期純利益 4,668 77,782

  

（訂正後）  

（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)  

売上高  7,896,122 8,480,409

売上原価 5,705,018 6,046,197

売上総利益 2,191,103 2,434,212

販売費及び一般管理費 2,164,490 2,304,095

営業利益 26,613 130,116

（中略） 

経常利益 44,956 169,465

（中略） 

税金等調整前四半期純利益 42,004 169,130

法人税、住民税及び事業税 28,125 42,034

法人税等調整額 12,648 39,825

法人税等合計 40,774 81,860

少数株主損益調整前四半期純利益 1,229 87,270

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,203 6,522

四半期純利益 9,433 80,748
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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） 

 

（訂正前）  

（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又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）  
△5,090 83,336

その他の包括利益  

  その他有価証券評価差額金 184,586 △94,146

  持分法適用会社に対する持分相当額 572 △1,624

  その他の包括利益合計 185,159 △95,771

四半期包括利益 180,068 △12,434

（内訳）  

  親会社株主に係る四半期包括利益 189,923 △17,588

  少数株主に係る四半期包括利益 △9,855 5,154

  

（訂正後）  

（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 1,229 87,270

その他の包括利益  

  その他有価証券評価差額金 184,586 △94,146

  持分法適用会社に対する持分相当額 572 △1,624

  その他の包括利益合計 185,159 △95,771

四半期包括利益 186,388 △8,500

（内訳） 

  親会社株主に係る四半期包括利益 194,688 △14,622

  少数株主に係る四半期包括利益 △8,299 6,122
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（４）セグメント情報等  

 

（訂正前） 

  

Ⅰ 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） 

（省略） 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との

差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）  

利益  金額 

報告セグメント計 49,994 

「その他」の区分の利益 3,689 

セグメント間取引消去 △3,280 

のれん償却額 △36,771 

棚卸資産調整額 6,661 

四半期連結損益計算書の営業利益 20,293 

  

（省略） 

  

Ⅱ 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） 

（省略） 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との

差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）  

利益  金額 

報告セグメント計 142,969 

「その他」の区分の利益 8,210 

セグメント間取引消去 272 

のれん償却額 △25,270 

棚卸資産調整額 － 

四半期連結損益計算書の営業利益 126,182 

  

（省略） 

  

10



（訂正後） 

  

Ⅰ 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） 

（省略） 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との

差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）  

利益  金額 

報告セグメント計 49,994 

「その他」の区分の利益 3,689 

セグメント間取引消去 △3,280 

のれん償却額 △30,451 

棚卸資産調整額 6,661 

四半期連結損益計算書の営業利益 26,613 

  

（省略） 

  

Ⅱ 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） 

（省略） 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との

差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）  

利益  金額 

報告セグメント計 142,969 

「その他」の区分の利益 8,210 

セグメント間取引消去 272 

のれん償却額 △21,336 

棚卸資産調整額 － 

四半期連結損益計算書の営業利益 130,116 

  

（省略） 

  

  

 
以上 
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