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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】
 

回次
第23期

第２四半期
連結累計期間

第24期
第２四半期
連結累計期間

第23期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 528,438 615,654 1,146,235

経常利益 (千円) 20,138 40,026 46,085

親会社株主に帰属する四半期
（当期）純利益

(千円) 20,003 41,514 73,694

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 20,003 41,514 73,694

純資産額 (千円) 137,647 229,436 201,332

総資産額 (千円) 263,866 391,799 439,459

１株当たり四半期（当期）純利
益金額

(円) 0.85 1.77 3.15

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 0.85 1.77 3.15

自己資本比率 (％) 47.6 50.4 40.8

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

(千円) △7,810 2,160 83,636

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

(千円) △3,155 △14,764 △4,169

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

(千円) 354 △23,176 354

現金及び現金同等物の四半期末
(期末)残高

(千円) 190,949 245,602 281,382
 

　

回次
第23期

第２四半期
連結会計期間

第24期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

自　平成29年７月１日
至　平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 0.46 1.20
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業

等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結累計期間に終了・解約した契約
　

相手方
の名称

契約内容 契約期間

株式会社フォーバル 当社神保町オフィスを㈱フォーバルより転借する賃貸借契約
平成29年6月30日をもって
契約を終了しました。

 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

（1）業績の状況　

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善がみられ、景気は緩やかな回復基

調で推移しましたが、地政学リスクの高まりや、米国の諸政策や欧州の政治情勢の不安定さなど、先行きは依然と

して不透明な状況で推移しました。

このような経済環境の中、東京都心５区（千代田・中央・港・新宿・渋谷区）のオフィスビル市場においては、

平成29年９月末時点の平均空室率が3.17％となり、前年同月比0.53％低下いたしました。（注）

また、東京都心５区の平成29年９月末時点における平均賃料は前年同月比で659円（3.59％）上昇し、18,995円／

坪となりました。（注）

当第２四半期連結累計期間において、当社は引き続き顧客企業の移転時における、不動産物件の仲介から内装工

事、各種インフラの整備やオフィス機器・什器の手配までをトータルにサポートするソリューション事業を中心に

事業活動を進めてまいりました。

不動産仲介等の売上高については、前年同期比21.7％増の75,615千円となりました。

内装工事及びそれに付随するサービスに関する売上高につきましては、前年同期比15.8％増の540,039千円となり

ました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が615,654千円（前第２四半期連結累計期間比

87,215千円増、16.5％増）、営業利益が39,762千円(同21,039千円増、112.4％増)、経常利益が40,026千円(同

19,888千円増、98.8％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益が41,514千円(同21,511千円増、107.5％増)となり

ました。

（注）大手不動産会社調べ
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（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、391,799千円となりました。増減の主な要因は、現金及び預金の

減少35,780千円、売掛金の減少33,837千円等であります。

負債は、162,362千円となりました。増減の主な要因は、買掛金の減少66,818千円、未払金の減少16,578千円、未

払費用の増加1,799千円、前受金の減少1,922千円、賞与引当金の増加7,697千円等であります。

また、純資産は、当第２四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により229,436

千円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末の40.8％から50.4％となりました。

 

（3）キャッシュ・フローの状況に関する分析

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ

35,780千円減少し245,602千円となりました。

　なお、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は2,160千円（前年同四半期は7,810千円の支出）となりました。収入の主な内訳

は、税金等調整前四半期純利益41,649千円、売掛債権の回収による収入33,837千円等であり、支出の主な内訳

は、仕入債務の支払による減少66,818千円、未払金の支払による支出16,803千円等であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は14,764千円（前年同四半期は3,155千円の支出）となりました。主な内訳

は、有形固定資産の取得による支出4,936千円、差入保証金の差入による支出9,828千円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は23,176千円（前年同四半期は354千円の収入）となりました。主な内訳は、配

当金の支払による支出23,176千円であります。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（5）研究開発活動

該当事項はありません。

 

（6）従業員数

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ及び当社の従業員数の著しい増減はありません。

 
（7）生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。

 

（8）主要な設備

当第２四半期連結累計期間において主要な設備に著しい変動はありません。また、主要な設備の新設、除却等の

計画に著しい変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 84,300,000

計 84,300,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,401,800 23,401,800
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株でありま
す。

計 23,401,800 23,401,800 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年９月30日 - 23,401,800 - 53,656 - 19,174
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(6) 【大株主の状況】

  平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社フォーバル 東京都渋谷区神宮前５丁目52-２ 14,330,300 61.23

海老澤　一 茨城県筑西市 300,000 1.28

神津　光宏 群馬県高崎市 218,900 0.93

土屋　茂 東京都中央区 180,000 0.76

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 170,700 0.72

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３-１ 170,600 0.72

吉田　浩司 東京都品川区 166,700 0.71

飯田　政行 新潟県上越市 150,000 0.64

宗次　徳二 岐阜県可児市 141,700 0.60

井上　貴晴 岡山県倉敷市 127,000 0.54

計 ― 15,955,900 68.18
 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

23,400,700
234,007 ―

単元未満株式 1,100 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 23,401,800 ― ―

総株主の議決権 ― 234,007 ―
 

 

② 【自己株式等】

　　　該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 281,382 245,602

  売掛金 110,849 77,012

  原材料及び貯蔵品 100 4,803

  前払費用 5,049 5,378

  繰延税金資産 27,879 27,879

  その他 3,712 4,735

  貸倒引当金 △1,020 △442

  流動資産合計 427,952 364,968

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備（純額） - 4,101

   工具、器具及び備品（純額） 1,573 1,886

   有形固定資産合計 1,573 5,988

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1,529 1,358

   無形固定資産合計 1,529 1,358

  投資その他の資産   

   差入保証金 8,263 19,371

   破産更生債権等 8,893 8,893

   その他 140 112

   貸倒引当金 △8,893 △8,893

   投資その他の資産合計 8,403 19,483

  固定資産合計 11,506 26,830

 資産合計 439,459 391,799

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 109,741 42,922

  未払金 33,290 16,712

  未払法人税等 270 135

  前受金 22,301 20,378

  賞与引当金 29,125 36,823

  役員賞与引当金 2,000 1,749

  その他 41,397 43,639

  流動負債合計 238,126 162,362

 負債合計 238,126 162,362

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 53,656 53,656

  資本剰余金 19,174 19,174

  利益剰余金 106,343 124,456

  株主資本合計 179,174 197,287

 新株予約権 22,157 32,149

 純資産合計 201,332 229,436

負債純資産合計 439,459 391,799
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 528,438 615,654

売上原価 233,108 271,916

売上総利益 295,329 343,738

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 118,643 136,451

 出向料 6,708 -

 役員賞与引当金繰入額 1,002 1,749

 賞与引当金繰入額 32,227 36,764

 退職給付費用 2,489 2,786

 その他 115,536 126,223

 販売費及び一般管理費合計 276,607 303,976

営業利益 18,722 39,762

営業外収益   

 受取利息 0 1

 受取賃貸料 8,206 4,361

 雑収入 1,414 5

 営業外収益合計 9,622 4,367

営業外費用   

 不動産賃貸原価 8,206 4,103

 営業外費用合計 8,206 4,103

経常利益 20,138 40,026

特別利益   

 資産除去債務戻入益 - 1,623

 特別利益合計 - 1,623

税金等調整前四半期純利益 20,138 41,649

法人税、住民税及び事業税 135 135

法人税等合計 135 135

四半期純利益 20,003 41,514

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 20,003 41,514
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 20,003 41,514

四半期包括利益 20,003 41,514

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 20,003 41,514

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 20,138 41,649

 減価償却費 181 692

 株式報酬費用 7,809 9,991

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 △578

 賞与引当金の増減額（△は減少） 20,546 7,697

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,002 △250

 受取利息及び受取配当金 △0 △1

 たな卸資産の増減額（△は増加） △116 △4,703

 売上債権の増減額（△は増加） 10,734 33,837

 仕入債務の増減額（△は減少） △14,055 △66,818

 前払費用の増減額（△は増加） 841 △328

 未払金の増減額（△は減少） △15,910 △16,803

 前受金の増減額（△は減少） △33,954 △1,922

 未払消費税等の増減額（△は減少） △2,487 △2,513

 その他 △5,753 2,480

 小計 △11,046 2,429

 利息及び配当金の受取額 0 1

 法人税等の支払額 △70 △270

 法人税等の還付額 3,305 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー △7,810 2,160

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △1,918 △4,936

 無形固定資産の取得による支出 △1,237 -

 差入保証金の差入による支出 - △9,828

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,155 △14,764

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 354 -

 配当金の支払額 - △23,176

 財務活動によるキャッシュ・フロー 354 △23,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,612 △35,780

現金及び現金同等物の期首残高 201,561 281,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  190,949 ※1  245,602
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係　

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年９月30日)

現金及び預金 190,949千円 245,602千円

預入期間3ヶ月超の定期預金 －千円 －千円

現金及び現金同等物 190,949千円 245,602千円
 

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

　　　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．配当金支払額

決議
株式の種

類

配当金の総
額

(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式 23,401 1.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

　　当社は、ソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

　 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

　　当社は、ソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 0円85銭 1円77銭

    (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額　(千円) 20,003 41,514

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
純利益金額(千円)

20,003 41,514

    普通株式の期中平均株式数(株) 23,399,266 23,401,800

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 0円85銭 1円77銭

   (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

　普通株式増加数(株) 2,005 15

 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

第６回新株予約権
(新株予約権の数4,400個)
(新株予約権の目的となる
株式の数440,000株)

―

 

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
　

２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年11月８日

株式会社フォーバル・リアルストレート

取締役会  御中

 

優成監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   佐　　藤　　健　　文   印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士   小   野   　   潤   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フォー

バル・リアルストレートの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成

29年７月１日から平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論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四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フォーバル・リアルストレート及び連結子会社の平成29

年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

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) １．上記は四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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