
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年５月20日

【事業年度】 第28期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

【会社名】 株式会社フォーバル

【英訳名】 FORVAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長　　大久保　秀夫

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前五丁目52番２号

【電話番号】 03（3498）1541（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　加藤　康二

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区佐賀一丁目１番３号

【電話番号】 03（6826）8881

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　加藤　康二

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号）

 

EDINET提出書類

株式会社フォーバル(E02693)

訂正有価証券報告書

 1/41



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　複数の当社社員による過年度にわたる商品等の不正流用が判明したため、当該内容につき調査した結果、売上原価及び販売費

及び一般管理費の過大計上が判明いたしましたので連結財務諸表及び財務諸表の記載内容の見直しを行いました。

　その結果、当連結会計年度の連結損益計算書においては、売上原価35,951千円、販売費及び一般管理費418千円の減少、営業外

費用38,187千円の増加により税金等調整前当期純損益が1,818千円、当期純損益が1,818千円それぞれ減少しました。連結貸借

対照表においては、未払消費税が1,818千円増加しました。同時に、財務諸表等におきましても、対応する同様の項目において増

減が発生しております。

　これらを訂正するため、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。

　なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表につきましては、監査法人トーマツにより監査を受けており、その監査報告書を添

付しております。
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２【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(1）連結経営指標等

(2）提出会社の経営指標等

第２　事業の状況

１　業績等の概要

(1）業績

３　対処すべき課題

７　財政状態及び経営成績の分析

(1）財政状態の分析

第５　経理の状況

監査証明について

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

②　連結損益計算書

③　連結株主資本等変動計算書

④　連結キャッシュ・フロー計算書

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

注記事項

（連結損益計算書関係）

（税効果会計関係）

（セグメント情報）

事業の種類別セグメント情報

（１株当たり情報）

２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

②　損益計算書

売上原価明細書

③　株主資本等変動計算書

会計処理の変更

注記事項

（損益計算書関係）

（税効果会計関係）

（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
 

第１【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

　　（訂正後）

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 32,981 40,089 27,500 26,216 34,323

経常利益又は経常損失（△）
（百万円）

1,360 1,962 14 △2,012 △1,264

当期純利益又は当期純損失
（△）（百万円）

660 1,174 1,063 △1,390 △532

純資産額（百万円） 6,402 8,538 9,565 8,535 7,178

総資産額（百万円） 18,398 19,435 17,019 17,892 17,890

１株当たり純資産額（円） 456.04 610.77 687.97 556.80 481.98

１株当たり当期純利益金額又
は当期純損失金額（△）
（円）

40.39 78.98 74.87 △100.85 △38.66

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

40.18 78.00 74.07 － －

自己資本比率（％） 34.8 43.9 56.2 42.8 37.1

自己資本利益率（％） 10.6 15.7 11.7 △16.1 △7.4

株価収益率（倍） 28.5 16.9 11.1 － －

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

2,687 2,944 △2,819 △1,496 △321

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△544 △1,220 477 △1,070 367

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△1,049 △789 △752 1,905 △1,152

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

6,384 7,327 4,262 3,608 2,554

従業員数
［外、平均臨時雇用者数］
（人）

783
［203］

1,292
［182］

1,136
［122］

1,033
［62］

987
［53］

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．平成17年３月期の純資産額及び１株当たり純資産額の増加は、主に利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増

加によるものであります。

３．平成19年３月期及び平成20年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損

失が計上されているため記載しておりません。

４．平成19年３月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 13,741 17,383 15,853 13,057 12,900

経常利益又は経常損失（△）
（百万円）

906 1,510 34 △1,087 △376

当期純利益又は当期純損失
（△）（百万円）

504 784 738 △1,007 15

資本金（百万円） 4,133 4,142 4,150 4,150 4,150

発行済株式総数（株） 13,814,01113,845,11113,866,31113,866,31113,866,311

純資産額（百万円） 10,197 11,963 12,699 11,160 10,658

総資産額（百万円） 16,201 18,464 17,667 17,528 16,369

１株当たり純資産額（円） 733.66 860.37 915.86 810.79 774.33

１株当たり配当額
（うち１株当たり中間配当
額）（円）

12.50
（－）

17.50
（－）

20.00
（－）

20.00
（－）

12.50
（－）

１株当たり当期純利益金額又
は当期純損失金額（△）
（円）

31.98 52.98 53.30 △73.06 1.11

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

31.92 52.84 53.12 － －

自己資本比率（％） 62.9 64.8 71.9 63.7 65.1

自己資本利益率（％） 5.0 7.1 6.0 △8.4 0.1

株価収益率（倍） 36.0 25.3 15.6 － 260.4

配当性向（％） 39.1 33.1 37.6 － 1,126.1

従業員数
［外、平均臨時雇用者数］
（人）

606
［39］

925
［79］

819
［72］

657
［18］

520
［13］

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第25期の純資産額及び１株当たり純資産額の増加は、主に利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加による

ものであります。

３．第25期の１株当たり配当額には、記念配当５円を含んでおります。

４．第27期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失が計上されているため記載

しておりません。

５．第28期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1）業績

　　（訂正後）

　　（前略）

　以上の結果、当連結会計年度における業績は以下のとおりとなりました。

　売上高は、リース審査の厳格化による「電話機」販売の伸び悩みや、大手企業向けファイアウォール商品の大幅な落ち込

みの影響を受けて「セキュリティ関連」が伸び悩む一方で、「通信サービス等」においては当連結会計年度に子会社化し

た株式会社リンクアップの携帯販売事業が堅調に推移し、ネットワーク関連の「その他」においては当連結会計年度に子

会社化した株式会社ＦＩＳソリューションズの法人向け生損保販売・各種経営支援コンサルティング事業が寄与したこ

とで、34,323百万円（前年同期比30.9％増）となりました。利益につきましては、引き続き固定費の圧縮に取り組みました

が、営業損失933百万円（前年同期は1,878百万円の営業損失）、経常損失1,264百万円（前年同期は2,012百万円の経常損

失）、投資有価証券及び子会社株式の一部売却等による特別利益を計上したことにより、当期純損失532百万円（前年同期

は1,390百万円の当期純損失）となりました。

　なお、事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。

　機器関連事業の売上高の主な内訳は複写機等4,751百万円、電話機4,052百万円、パーソナルコンピュータ1,187百万円で

あります。

　複写機等は、数量ベースでは業界並に若干減少しましたが、カラー対応機の販売比率が高いことから金額ベースでは、前

年同期比4.0％の増加となりました。

　電話機に関しては、リース審査の厳格化の影響を受けて前年同期比12.7％減少しております。

　この結果、機器関連事業の売上高は10,128百万円（前年同期比2.4％減）、営業損失は124百万円（前年同期は1,090百万

円の営業損失）となりました。

　ネットワーク関連事業の売上高の主な内訳は通信サービス等17,147百万円、その他3,196百万円、セキュリティ関連2,438

百万円、Ｗｅｂ関連1,412百万円であります。

　通信サービス等は、平成19年７月に子会社化した株式会社リンクアップの携帯販売事業が堅調に推移したことで、前年同

期比73.4％の大幅な増加となりました。

　Ｗｅｂ関連は、Ｗｅｂ制作において営業部門との連携が上手く機能したことで受注が増え、前年同期比19.2％の増加とな

りました。

　セキュリティ関連は、大手企業向けファイアウォール商品の大幅な落ち込みと、中小企業向けの統合型セキュリティアプ

ライアンス商品が伸び悩んだことで、前年同期比12.8％の減少となりました。

　また、その他に関しては、平成19年４月に子会社化した２社が平成19年10月１日に合併してできた法人向け生損保販売・

各種経営支援コンサルティング事業の株式会社ＦＩＳソリューションズが寄与したことや、特注文具の製造・販売の株式

会社新英や、人材派遣関連業務の株式会社フォーバルキャリアファームが大きく伸びた結果、前年同期比62.5％の増加と

なりました。

　この結果、ネットワーク関連事業の売上高は24,195百万円（前年同期比52.7％増）、営業損失は809百万円（前年同期は

788百万円の営業損失）となりました。

 

３【対処すべき課題】

　　（訂正後）

　　（前略）

　なお、平成20年３月末現在、連結上の利益剰余金は2,573百万円の欠損となっております。資本金4,150百万円の他に資本剰

余金4,014百万円があり、財務上の問題はないと考えておりますが、株主の皆様からお預かりしている資本の毀損を回避すべ

く、早期にこの欠損を解消することを課題としております。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）財政状態の分析

（訂正後）

　当連結会計年度末の総資産は17,890百万円となり、前連結会計年度末に比べ２百万円減少いたしました。主な内容は、流

動資産は、現金及び預金が1,037百万円減少する一方で、受取手形及び売掛金が688百万円、未収入金が242百万円増加した

こと等により、前連結会計年度末に比べ194百万円増加しております。固定資産は、株式会社リンクアップ等の子会社化に

伴うのれんの増加を主因に無形固定資産が958百万円増加する一方で、投資有価証券の減少を主因に投資その他の資産が

1,121百万円減少したことで、前連結会計年度末に比べ196百万円減少しております。

　流動負債は、支払手形及び買掛金が999百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,300百万円増加しており

ます。固定負債は、前連結会計年度末に比べ54百万円増加しております。

　また、純資産は、利益剰余金が817百万円、少数株主持分が319百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ

1,357百万円減少し7,178百万円となりました。

 

第５【経理の状況】
 

監査証明について

　　（訂正後）

　当社は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連

結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融商品取引法

第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の連結財務諸表及び

当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けてお

ります。

　なお、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連

結財務諸表及び財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けており、改めて監査報告書を受領しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　　（訂正後）

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２  3,610,963  2,573,110 

２．受取手形及び売掛金 ※３  3,977,893  4,666,768 

３．未収入金   672,522  914,933 

４．たな卸資産   398,755  501,471 

５．繰延税金資産   310,973  292,614 

６．その他   544,120  761,510 

貸倒引当金   △65,250   △66,343  

流動資産合計   9,449,97952.8  9,644,06453.9

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  655,484   718,973   

減価償却累計額  338,134317,350 375,107343,866 

２．器具備品  888,021   873,564   

減価償却累計額  509,728378,292 570,766302,797 

３．土地   467,830  467,830 

４．建設仮勘定   13,002   －  

５．その他  180,556   217,967   

減価償却累計額  144,02636,530  153,02564,942  

有形固定資産合計   1,213,0056.8  1,179,4366.6

(2）無形固定資産        

１．営業権   559,941  504,114 

２．のれん   －   1,044,590 

３．ソフトウェア   788,918  718,211 

４．ソフトウェア仮勘定   －   141,194 

５．その他   111,325  11,051  

無形固定資産合計   1,460,1868.2  2,419,16213.5
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券
※
1.2.4

 4,857,093  3,426,601 

２．長期貸付金   49,151   167,245 

３．破産更生債権等   145,754  267,916 

４．長期前払費用   173,879  254,691 

５．繰延税金資産   2,803   9,199  

６．差入保証金 ※２  620,630  727,557 

７．その他   149,043  137,255 

貸倒引当金   △168,396  △252,668 

投資損失引当金   △60,500   △89,966  

投資その他の資産合計   5,769,45932.2  4,647,83226.0

固定資産合計   8,442,65147.2  8,246,43146.1

Ⅲ　繰延資産        

１．開業費   89   66  

繰延資産合計   89 0.0  66 0.0

資産合計   17,892,720100.0  17,890,562100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ※２  3,089,323  4,088,974 

２．短期借入金 ※2.4  2,759,539  2,838,475 

３．未払金   1,122,765  1,137,878 

４．未払費用   641,864  565,396 

５．未払法人税等   55,477   88,527  

６．役員賞与引当金   28,000   14,000  

７．その他 ※２  170,869  435,018 

流動負債合計   7,867,83944.0  9,168,27051.2

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※２  50,300   184,886 

２．繰延税金負債   312,093  140,965 

３．退職給付引当金   1,127,279  1,201,388 

４．その他   －   16,966  

固定負債合計   1,489,6738.3  1,544,2068.7

負債合計   9,357,51352.3  10,712,47659.9
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   4,150,29423.2  4,150,29423.2

２．資本剰余金   4,014,29422.4  4,014,29422.4

３．利益剰余金   △1,756,566△9.8  △2,573,963△14.4

４．自己株式   △62,352△0.3  △62,352△0.3

株主資本合計   6,345,67035.5  5,528,27430.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  1,308,1207.3  1,043,2275.8

２．為替換算調整勘定   10,1920.1  62,6810.4

評価・換算差額等合計   1,318,3127.4  1,105,9086.2

Ⅲ　新株予約権   7,8530.0  － －

Ⅳ　少数株主持分   863,3704.8  543,9033.0

純資産合計   8,535,20747.7  7,178,08640.1

負債純資産合計   17,892,720100.0  17,890,562100.0
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②【連結損益計算書】

　　（訂正後）

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   26,216,147100.0  34,323,262100.0

Ⅱ　売上原価   18,103,41469.1  25,451,35574.2

売上総利益   8,112,73230.9  8,871,90625.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．貸倒引当金繰入額  37,978   57,918   

２．給与手当  4,908,927   4,597,844   

３．退職給付費用  439,595   387,409   

４．その他  4,605,1119,991,61338.14,762,6969,805,86828.5

営業損失   1,878,880△7.2  933,961△2.7

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  20,518   22,700   

２．受取配当金  1,214   3,825   

３．受取保険配当金  10,766   12,952   

４．その他  20,664 53,1640.2 35,018 74,4980.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  24,655   63,581   

２．為替差損  －   53,877   

３．持分法による投資損失  90,235   188,156   

４．株式交付費  4,293   1,030   

５．投資事業組合損失  －   48,794   

６．不正流用損失  39,484   36,369   

７．その他  27,652186,3200.7 13,568405,3781.2

経常損失   2,012,037△7.7  1,264,841△3.7
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益  575,907   1,751,620   

２．子会社株式売却益  276,386   73,179   

３．持分変動利益  14,614   11,453   

４．その他  2,286 869,1943.3 5,1651,841,4185.4

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除売却損 ※１ 45,473   124,732   

２．投資有価証券評価損  62,149   605,683   

３．有価証券解約損  26,168   －   

４．子会社事業整理損  52,691   110,873   

５．投資損失引当金繰入額  －   64,466   

６．減損損失 ※２ 7,691   6,715   

７．貸倒損失  33,438   －   

８．過年度保守売上修正損  －   128,165   

９．過年度不正流用損失 ※３ 1,149   －   

10．その他  61,548290,3101.1 128,0291,168,6663.4

税金等調整前当期純損
失

  1,433,152△5.5  592,088△1.7

法人税、住民税及び事業
税

 30,628   81,416   

過年度法人税等戻入額  △18,250   △10,346   

法人税等調整額  △185,249△172,870△0.7 9,185 80,2550.2

少数株主利益又は少数
株主損失（△）

  130,4920.5  △140,165△0.4

当期純損失   1,390,775△5.3  532,178△1.5
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③【連結株主資本等変動計算書】

　　（訂正後）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 4,150,2944,014,294 △62,864 △87 8,101,638

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △277,324  △277,324

役員賞与（注）   △26,007  △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算   404  404

当期純損失   △1,390,775  △1,390,775

自己株式の取得    △62,264 △62,264

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △1,693,702 △62,264 △1,755,967

平成19年３月31日　残高（千円） 4,150,2944,014,294△1,756,566 △62,352 6,345,670

      

 

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,461,4022,5561,463,959 － 745,715 10,311,312

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注）      △277,324

役員賞与（注）      △26,007

連結除外に伴う剰余金の加算      404

当期純損失      △1,390,775

自己株式の取得      △62,264

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△153,2827,635△145,646 7,853 117,655 △20,137

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△153,2827,635△145,646 7,853 117,655△1,776,104

平成19年３月31日　残高（千円） 1,308,12010,1921,318,312 7,853 863,370 8,535,207

       

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 4,150,2944,014,294△1,756,566 △62,352 6,345,670

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △275,288  △275,288

連結除外に伴う剰余金の減算   △9,929  △9,929

当期純損失   △532,178  △532,178

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △817,396 － △817,396

平成20年３月31日　残高（千円） 4,150,2944,014,294△2,573,963 △62,352 5,528,274

      

 

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,308,12010,1921,318,312 7,853 863,370 8,535,207

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当      △275,288

連結除外に伴う剰余金の減算      △9,929

当期純損失      △532,178

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△264,89352,489△212,403 △7,853 △319,467 △539,724

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△264,89352,489△212,403 △7,853 △319,467△1,357,121

平成20年３月31日　残高（千円） 1,043,22762,6811,105,908 － 543,903 7,178,086
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　　（訂正後）

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

   

税金等調整前当期純損
失

 △1,433,152 △592,088

減価償却費  387,781 539,158

減損損失  7,691 6,715

子会社事業整理損  － 110,873

のれん償却額  7,448 99,847

貸倒引当金の増加額  8,489 34,335

退職給付引当金の増加
額

 128,103 86,290

受取利息及び受取配当
金

 △21,733 △26,526

支払利息  24,655 63,581

為替差損益  △221 66,376

持分法による投資損失  90,235 188,156

持分変動利益  △14,614 △11,453

有価証券解約損  26,168 －

投資有価証券売却益  △575,907 △1,751,620

投資有価証券評価損  62,149 605,683

子会社株式売却益  △276,386 △73,179

固定資産除売却損  45,473 124,732

売上債権の減少額（△
増加額）

 211,442 △447,027

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 48,273 △59,107

未収入金の減少額（△
増加額）

 144,464 △195,408

前渡金の減少額  32,583 －

仕入債務の増加額（△
減少額）

 △12,865 516,381

未払金の減少額  △115,595 －

前受金の増加額  2,337 －

役員賞与の支給額  △33,000 －
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

その他  △135,595 453,260

小計  △1,391,773 △261,018

利息及び配当金の受取
額

 17,165 18,907

利息の支払額  △25,884 △62,336

法人税等の支払額  △96,305 △17,077

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,496,798 △321,525

（後略）

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　　（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ―――――――

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

7,663,983千円であります。連結財務諸表規則の改正によ

り当連結会計年度における連結財務諸表は改正後の連結

財務諸表規則により作成しております。

 

（後略） （後略）
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注記事項

（連結損益計算書関係）

　　（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（前略） （前略）

※３　過年度不正流用損失 ―――――――

当社社員による会社資産の横領に伴い、平成13年

３月31日終了連結会計年度から前連結会計年度ま

での各連結会計年度の連結財務諸表に対して、売

上原価の振替及び消費税の修正を必要とする影響

が生じておりますが、その金額が僅少であるため、

未払過年度消費税1,149千円及び過年度不正流用

損失1,149千円を当連結会計年度に一括計上して

訂正しております。

なお、各連結会計年度における要訂正額の内訳は

以下のとおりであります。

 

 

過年度売上原価訂正額  

平成13年３月期 △461千円

平成14年３月期 △2,168千円

平成15年３月期 △6,509千円

平成16年３月期 △8,765千円

平成17年３月期 △21,312千円

平成18年３月期 △22,998千円

計 △62,215千円

過年度不正流用損失  

平成13年３月期 461千円

平成14年３月期 2,168千円

平成15年３月期 6,509千円

平成16年３月期 8,765千円

平成17年３月期 21,312千円

平成18年３月期 22,998千円

計 62,215千円

過年度消費税訂正額  

平成18年３月期 1,149千円

計 1,149千円
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（税効果会計関係）

　　（訂正後）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

 

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金 15,163千円

未払費用 51,347千円

未払事業税 17,622千円

商品引当金 17,154千円

繰越欠損金 209,883千円

その他 24,485千円

繰延税金資産（流動）小計 335,657千円

評価性引当額 △24,683千円

繰延税金資産（流動）合計 310,973千円

  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 458,758千円

貸倒引当金 122,446千円

投資損失引当金 24,617千円

ソフトウェア償却費 29,617千円

投資有価証券評価損 138,647千円

土地減損損失 83,489千円

繰越欠損金 2,186,041千円

不正流用損失 41,381千円

その他 53,640千円

繰延税金資産（固定）小計 3,138,641千円

評価性引当額 △2,512,156千円

繰延税金資産（固定）合計 626,485千円

繰延税金負債（固定）との相殺 △623,681千円

繰延税金資産（固定）の純額 2,803千円

  

繰延税金負債（固定）  

土地評価差額金 55,912千円

その他有価証券評価差額金 879,862千円

繰延税金負債（固定）合計 935,775千円

繰延税金資産（固定）との相殺 △623,681千円

繰延税金負債（固定）の純額 312,093千円

　

 

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金 92,709千円

未払費用 49,310千円

未払事業税 3,154千円

商品引当金 13,845千円

繰越欠損金 208,854千円

その他 40,034千円

繰延税金資産（流動）小計 407,908千円

評価性引当額 △115,294千円

繰延税金資産（流動）合計 292,614千円

  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 490,014千円

貸倒引当金 116,900千円

投資損失引当金 27,421千円

ソフトウェア償却費 15,842千円

投資有価証券評価損 252,075千円

土地減損損失 83,489千円

繰越欠損金 2,062,338千円

不正流用損失 56,180千円

その他 55,206千円

繰延税金資産（固定）小計 3,159,468千円

評価性引当額 △2,521,590千円

繰延税金資産（固定）合計 637,878千円

繰延税金負債（固定）との相殺 △628,678千円

繰延税金資産（固定）の純額 9,199千円

  

繰延税金負債（固定）  

土地評価差額金 55,912千円

その他有価証券評価差額金 713,731千円

繰延税金負債（固定）合計 769,644千円

繰延税金資産（固定）との相殺 △628,678千円

繰延税金負債（固定）の純額 140,965千円
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

比率との差異原因

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

比率との差異原因

 

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない
項目

△1.30％

住民税均等割額 △2.07％

子会社株式売却益 3.11％

持分法投資損益 △2.56％

評価性引当額 △25.48％

その他 △0.33％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.06％

　

 

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない
項目

△2.67％

住民税均等割額 △5.94％

持分法投資損益 △12.93％

のれん償却額 △6.86％

評価性引当額の増加 △24.59％

その他 △1.25％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △13.55％
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　　（訂正後）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
機器関連事業
（千円）

ネットワーク
関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 10,375,36815,840,77826,216,147 － 26,216,147

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

201,840368,795570,636△570,636 －

計 10,577,20916,209,57426,786,783△570,63626,216,147

営業費用 11,667,84716,997,81628,665,664△570,63628,095,028

営業損失（△） △1,090,638△788,242△1,878,880 － △1,878,880

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び
資本的支出

     

資産 2,985,4463,583,9176,569,36411,323,35617,892,720

減価償却費 159,684228,097387,781 － 387,781

減損損失 5,945 1,746 7,691 － 7,691

資本的支出 217,748391,684609,432 － 609,432
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
機器関連事業
（千円）

ネットワーク
関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 10,128,14224,195,11934,323,262 － 34,323,262

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

105,780138,774244,555△244,555 －

計 10,233,92224,333,89434,567,817△244,55534,323,262

営業費用 10,358,69825,143,08035,501,778△244,55535,257,223

営業損失（△） △124,775△809,185△933,961 － △933,961

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及び
資本的支出

     

資産 2,201,5865,961,4498,163,0359,727,52617,890,562

減価償却費 173,144366,014539,158 － 539,158

減損損失 4,788 1,927 6,715 － 6,715

資本的支出 55,050 486,865541,916 － 541,916

（後略）
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（１株当たり情報）

　　（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 

１株当たり純資産額 556.80円

１株当たり当期純損失金額 100.85円

　

 

１株当たり純資産額 481.98円

１株当たり当期純損失金額 38.66円

　

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失が計上されているため記載してお

りません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失が計上されているため記載してお

りません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 1,390,775 532,178

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,390,775 532,178

期中平均株式数（株） 13,790,995 13,764,430

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権４種類（新株予約権の

数は2,636個）。概要は「第４　提

出会社の状況、１　株式等の状況、

(2）新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

新株予約権３種類（新株予約権の

数は2,187個）。概要は「第４　提

出会社の状況、１　株式等の状況、

(2）新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　　（訂正後）

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※１  1,613,333  1,128,359 

２．受取手形 ※４  19,410   10,860  

３．売掛金 ※３  1,865,963  1,581,370 

４．商品   177,682  154,391 

５．貯蔵品   76,182   78,551  

６．前払費用   129,403  103,896 

７．立替金 ※３  220,074  292,617 

８．繰延税金資産   95,940   81,572  

９．関係会社短期貸付金   1,194,516  1,913,863 

10．未収入金 ※３  600,533  950,976 

11．その他   149,660  113,059 

貸倒引当金   △57,847   △58,576  

流動資産合計   6,084,85134.7  6,350,94038.8

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  393,924   365,617   

減価償却累計額  213,308180,616 221,803143,814 

２．車両運搬具  211   211   

減価償却累計額  132 78  186 24  

３．器具備品  625,388   648,920   

減価償却累計額  372,462252,925 455,813193,107 

４．土地   44,640   44,640  

５．建設仮勘定   13,002   －  

有形固定資産合計   491,2632.8  381,5862.3
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(2）無形固定資産        

１．営業権   559,941  487,690 

２．ソフトウェア   364,664  307,491 

３．電話加入権   16,274   9,670  

無形固定資産合計   940,8805.4  804,8524.9

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※1.5  4,140,525  3,208,338 

２．関係会社株式   5,251,944  5,055,595 

３．出資金   130   130  

４．長期貸付金   46,551   34,845  

５．関係会社長期貸付金   215,000  －  

６．破産更生債権等   121,520  174,551 

７．長期前払費用   61,800   160,662 

８．差入保証金   551,032  521,346 

９．その他   26,013   27,975  

貸倒引当金   △342,647  △160,888 

投資損失引当金   △60,500   △189,966 

投資その他の資産合計   10,011,37057.1  8,832,59054.0

固定資産合計   11,443,51465.3  10,019,02961.2

資産合計   17,528,366100.0  16,369,970100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金 ※1.3  1,494,105  1,370,804 

２．短期借入金 ※５  2,000,000  1,850,000 

３．１年内返済予定の長期
借入金

※１  33,200   33,200  

４．未払金 ※３  847,644  610,295 

５．未払費用   510,508  453,433 

６．未払法人税等   41,472   44,554  

７．前受金   50,455   65,352  

８．その他   65,688   109,456 

流動負債合計   5,043,07528.8  4,537,09727.7

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１  50,200   17,000  

２．繰延税金負債   255,651  58,294  

３．退職給付引当金   1,019,422  1,099,410 

固定負債合計   1,325,2747.5  1,174,7057.2

負債合計   6,368,34936.3  5,711,80334.9
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   4,150,29423.7  4,150,29425.4

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  4,014,294   4,014,294   

資本剰余金合計   4,014,29422.9  4,014,29424.5

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  205,893   205,893   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  1,000,000   1,000,000   

繰越利益剰余金  570,164   310,147   

利益剰余金合計   1,776,05710.1  1,516,0409.3

４．自己株式   △62,352△0.3  △62,352△0.4

株主資本合計   9,878,29556.4  9,618,27858.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  1,281,721  1,039,888 

評価・換算差額等合計   1,281,7217.3  1,039,8886.3

純資産合計   11,160,01663.7  10,658,16765.1

負債純資産合計   17,528,366100.0  16,369,970100.0
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②【損益計算書】

　　（訂正後）

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１．機器関連売上高  10,445,063   9,997,884   

２．ネットワーク関連売上
高

 2,612,18213,057,245100.02,902,16612,900,050100.0

Ⅱ　売上原価        

１．機器関連売上原価  6,531,458   6,188,077   

２．ネットワーク関連売上
原価

 1,283,3487,814,80659.91,096,3147,284,39156.5

売上総利益   5,242,43940.1  5,615,65843.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．貸倒引当金繰入額  15,311   37,250   

２．給料手当  3,207,415   2,970,875   

３．退職給付費用  373,985   345,164   

４．福利厚生費  427,123   371,970   

５．減価償却費  94,887   93,273   

６．賃借料  548,909   539,424   

７．委託業務費  606,475   573,617   

８．その他  1,354,0686,628,17750.71,275,6766,207,25348.1

営業損失   1,385,738△10.6  591,594△4.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 ※１ 16,145   53,237   

２．受取配当金 ※１ 333,479   260,531   

３．その他  27,140376,7652.9 27,214340,9832.7

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  17,730   39,244   

２．投資事業組合損失  9,075   48,794   

３．貸倒引当金繰入額  10,000   －   

４．不正流用損失  39,484   36,369   

５．その他  2,611 78,9020.6 1,962 126,3701.0

経常損失   1,087,875△8.3  376,981△2.9
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 324   －   

２．投資有価証券売却益  563,007   1,751,611   

３．関係会社株式売却益  171,653   88,408   

４．その他  － 734,9845.6 19,4781,859,49714.4

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除売却損 ※３ 44,103   92,067   

２．投資有価証券評価損  －   591,555   

３．投資有価証券売却損  －   18,519   

４．投資事業整理損  615,000   550,377   

５．投資損失引当金繰入額  10,500   164,466   

６．減損損失 ※４ 7,691   6,604   

７．過年度不正流用損失 ※５ 1,149   －   

８．その他  － 678,4445.2 45,0951,468,68711.4

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  △1,031,334△7.9  13,8290.1

法人税、住民税及び事業
税

 23,182   25,982   

過年度法人税等戻入額  △18,250   △10,346   

法人税等調整額  △28,665△23,733△0.2 △17,078△1,442△0.0

当期純利益又は当期純
損失（△）

  △1,007,601△7.7  15,2710.1
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売上原価明細書

　　（訂正後）

機器関連売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　機器原価        

１．機器期首たな卸高  322,693   177,153   

２．当期機器仕入高  4,777,297   4,532,538   

合計  5,099,991   4,709,692   

３．機器期末たな卸高  177,1534,922,83875.4 141,3664,568,32573.8

Ⅱ　労務費        

１．給料手当  461,101   369,359   

２．退職給付費用  25,518   24,493   

３．その他  68,766555,3868.5 57,485451,3397.3

Ⅲ　外注費   890,94013.6  1,028,69216.6

Ⅳ　経費        

１．賃借料  75,397   67,810   

２．その他  86,895162,2922.5 71,910139,7202.3

当期売上原価   6,531,458100.0  6,188,077100.0

        

　（注）　機器の据付工事に係わる工事部門の労務費、経費を売上原価に計上しております。

なお、製品、仕掛品がないため原価計算制度は採用しておりません。
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ネットワーク関連売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　機器原価        

１．機器期首たな卸高  －   528   

２．当期仕入高  328,865   303,620   

合計  328,865   304,149   

３．機器期末たな卸高  528 328,33625.6 13,025291,12426.6

Ⅱ　支払手数料原価   225,33017.5  168,73315.4

Ⅲ　労務費        

１．給与手当  24,270   25,935   

２．退職給付費用  1,343   1,719   

３．その他  3,619 29,2332.3 4,036 31,6912.9

Ⅳ　外注費   691,90653.9  594,95354.3

Ⅴ　経費        

１．賃借料  3,968   4,761   

２．その他  4,573 8,5420.7 5,049 9,8100.8

当期売上原価   1,283,348100.0  1,096,314100.0

        

　（注）　製品、仕掛品がないため原価計算制度は採用しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社フォーバル(E02693)

訂正有価証券報告書

31/41



③【株主資本等変動計算書】

　　（訂正後）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月
31日　残高
（千円）

4,150,2944,014,2944,014,294205,8931,000,0001,855,0903,060,983△8711,225,485

事業年度中の
変動額

         

剰余金の配
当（注）

     △277,324△277,324  △277,324

当期純損失      △1,007,601△1,007,601  △1,007,601

自己株式の
取得

       △62,264△62,264

株主資本以
外の項目の
事業年度中
の変動額
（純額）

         

事業年度中の
変動額合計
（千円）

－ － － － － △1,284,925△1,284,925△62,264△1,347,190

平成19年３月
31日　残高
（千円）

4,150,2944,014,2944,014,294205,8931,000,000570,1641,776,057△62,3529,878,295

          

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

評価・換算差額等合計

平成18年３月
31日　残高
（千円）

1,473,981 1,473,981 12,699,467

事業年度中の
変動額

   

剰余金の配
当（注）

  △277,324

当期純損失   △1,007,601

自己株式の
取得

  △62,264

株主資本以
外の項目の
事業年度中
の変動額
（純額）

△192,260 △192,260 △192,260

事業年度中の
変動額合計
（千円）

△192,260 △192,260 △1,539,450

平成19年３月
31日　残高
（千円）

1,281,721 1,281,721 11,160,016

    

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月
31日　残高
（千円）

4,150,2944,014,2944,014,294205,8931,000,000570,1641,776,057△62,3529,878,295

事業年度中の
変動額

         

剰余金の配
当

     △275,288△275,288  △275,288

当期純利益      15,27115,271  15,271

株主資本以
外の項目の
事業年度中
の変動額
（純額）

         

事業年度中の
変動額合計
（千円）

－ － － － － △260,016△260,016 － △260,016

平成20年３月
31日　残高
（千円）

4,150,2944,014,2944,014,294205,8931,000,000310,1471,516,040△62,3529,618,278

          

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

評価・換算差額等合計

平成19年３月
31日　残高
（千円）

1,281,721 1,281,721 11,160,016

事業年度中の
変動額

   

剰余金の配
当

  △275,288

当期純利益   15,271

株主資本以
外の項目の
事業年度中
の変動額
（純額）

△241,832 △241,832 △241,832

事業年度中の
変動額合計
（千円）

△241,832 △241,832 △501,849

平成20年３月
31日　残高
（千円）

1,039,888 1,039,888 10,658,167
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会計処理の変更

　　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ───────

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。これによる損益に与える影響

はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

11,160,016千円であります。財務諸表等規則の改正によ

り当事業年度における財務諸表は、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。
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注記事項

（損益計算書関係）

　　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（前略） （前略）

※５　過年度不正流用損失 ───────

当社社員による会社資産の横領に伴い、平成13年

３月31日終了事業年度から前事業年度までの各事

業年度の財務諸表に対して、売上原価の振替及び

消費税の修正を必要とする影響が生じております

が、その金額が僅少であるため、未払過年度消費税

1,149千円及び過年度不正流用損失1,149千円を当

事業年度に一括計上して訂正しております。

なお、各事業年度における要訂正額の内訳は以下

のとおりであります。

 

 

過年度売上原価訂正額  

平成13年３月期 △461千円

平成14年３月期 △2,168千円

平成15年３月期 △6,509千円

平成16年３月期 △8,765千円

平成17年３月期 △21,312千円

平成18年３月期 △22,998千円

計 △62,215千円

過年度不正流用損失  

平成13年３月期 461千円

平成14年３月期 2,168千円

平成15年３月期 6,509千円

平成16年３月期 8,765千円

平成17年３月期 21,312千円

平成18年３月期 22,998千円

計 62,215千円

過年度消費税訂正額  

平成18年３月期 1,149千円

計 1,149千円
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（税効果会計関係）

　　（訂正後）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

 

繰延税金資産（流動）  

未払費用 64,912千円

貸倒引当金 19,566千円

その他 11,461千円

繰延税金資産（流動）合計 95,940千円

  

繰延税金資産（固定）  

投資損失引当金 24,617千円

退職給付引当金 414,803千円

貸倒引当金 116,598千円

投資有価証券評価損 45,369千円

投資事業整理損 250,243千円

繰越欠損金 246,070千円

不正流用損失 41,381千円

その他 38,773千円

繰延税金資産（固定）小計 1,177,856千円

評価性引当額 △554,174千円

繰延税金資産（固定）合計 623,681千円

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △879,333千円

繰延税金負債（固定）合計 △879,333千円

繰延税金負債（固定）の純額 △255,651千円

　

 

繰延税金資産（流動）  

未払費用 43,537千円

貸倒引当金 19,199千円

その他 18,835千円

税金資産（流動）合計 81,572千円

  

繰延税金資産（固定）  

投資損失引当金 68,111千円

退職給付引当金 447,350千円

貸倒引当金 47,470千円

投資有価証券評価損 157,266千円

投資事業整理損 223,948千円

繰越欠損金 236,149千円

不正流用損失 56,180千円

その他 57,260千円

繰延税金資産（固定）小計 1,293,738千円

評価性引当額 △638,611千円

繰延税金資産（固定）合計 655,127千円

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △713,422千円

繰延税金負債（固定）合計 △713,422千円

繰延税金負債（固定）の純額 △58,294千円

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因

 

法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金不算入の項目 △1.40％

住民税均等割額 △2.25％

過年度法人税等戻入額 1.77％

受取配当金等永久に益金不算入の項
目

13.04％

評価性引当額 △48.54％

その他 △1.01％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.30％

　

 

法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金不算入の項目 70.05％

住民税均等割額 187.88％

過年度法人税等戻入額 △74.82％

受取配当金等永久に益金不算入の項
目

△745.94％

評価性引当額の増加 503.56％

前期未払事業税 4.54％

雑損失に係る法人税等未調整 5.35％

その他 △1.74％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △10.43％
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（１株当たり情報）

　　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 

１株当たり純資産額 810.79円

１株当たり当期純損失金額 73.06円

　

 

１株当たり純資産額 774.33円

１株当たり当期純利益金額 1.11円

　

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失金額が計上されているため記載し

ておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失

金額
  

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
△1,007,601 15,271

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円）
△1,007,601 15,271

期中平均株式数（株） 13,790,995 13,764,430

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権４種類（新株予約権の

数2,636個）。概要は「第４　提出

会社の状況、１　株式等の状況、

(2）新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

新株予約権３種類（新株予約権の

数2,187個）。概要は「第４　提出

会社の状況、１　株式等の状況、

(2）新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

 

EDINET提出書類

株式会社フォーバル(E02693)

訂正有価証券報告書

37/41



独立監査人の監査報告書

 

 

   平成21年５月18日

株式会社フォーバル    

 

 取締役会　御中  

 

 監査法人トーマツ 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　橋　正　伸　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 東　葭　　新　　印

 

 

　当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社フォーバルの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意

見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社フォーバル及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　「第５経理の状況　監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項の規定に

基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 

 

   平成21年５月18日

株式会社フォーバル    

 

 取締役会　御中  

 

 監査法人トーマツ 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　橋　正　伸　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 東　葭　　新　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社フォーバルの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に

対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社フォーバル及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　「第５経理の状況　監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項の規定に

基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 

 

   平成21年５月18日

株式会社フォーバル    

 

 取締役会　御中  

 

 監査法人トーマツ 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　橋　正　伸　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 東　葭　　新　　印

 

 

　当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社フォーバルの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

フォーバルの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　「第５経理の状況　監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項の規定に

基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 

 

   平成21年５月18日

株式会社フォーバル    

 

 取締役会　御中  

 

 監査法人トーマツ 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　橋　正　伸　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 東　葭　　新　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社フォーバルの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

フォーバルの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　「第５経理の状況　監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項の規定に

基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。
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