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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年3月期第3四半期 434 22.0 △60 ― △60 ― △46 ―

23年3月期第3四半期 356 △23.0 △53 ― △53 ― △48 ―

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

24年3月期第3四半期 △264.59 ―

23年3月期第3四半期 △339.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 90 7 0.0
23年3月期 110 53 42.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  0百万円 23年3月期  47百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 660 41.9 △46 ― △46 ― △32 ― △180.18



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 177,600 株 23年3月期 177,600 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 177,600 株 23年3月期3Q 143,530 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料Ｐ２「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の持ち直しの動きは見られるものの、東日本大震

災の甚大な被害に加え、欧米の金融不安等により、幅広い業界での企業活動の停滞や消費意欲の低下が

みられる等、依然として先行きが不透明な状況となっております。 

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23年12月末時点の平均空室率が9.01％となり、前事業年度末比で小幅に改善されていま

す。（注） 

その一方で、東京都心５区の平成23年12月末時点における平均賃料は前年同月比で653円（3.71％）

下落し16,932円／坪となり、引き続き調整局面が続いております。（注） 

当第３四半期累計期間において、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、前四半期会計期間比で125％増と大幅に増加いたしました。 

内装工事等の売上高につきましては、工事完了が第４四半期会計期間に期ずれしたことにより、当第

３半期会計期間の売上に寄与できなかった案件が当初見込みを大幅に上回ったことから、前四半期会計

期間比で48％減少いたしました。しかしながら、受注ベースでの件数・金額は前四半期会計期間比でそ

れぞれ38％増、40％増となっており、増加傾向が続いております。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高が434,970千円と前年同四半期と比べ

78,441千円（22.0％）の増収、営業損失が60,346千円（前年同四半期は53,402千円の営業損失）、経常

損失が60,108千円（前年同四半期は53,389千円の経常損失）、四半期純損失が46,991千円（前年同四半

期は48,792千円の四半期純損失）となりました。 

しかしながら、当第３四半期累計期間の経営成績は会計期間ごとに改善しており、四半期純損失は第

１四半期会計期間から第２四半期会計期間にかけて5,048千円改善しており、第２四半期会計期間から

第３四半期会計期間にかけては23,724千円（特別利益14,594千円含む）改善しております。 

（注）大手不動産会社調べ 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、90,854千円（前事業年度末比19,465千円減）となりまし

た。流動資産につきましては、65,128千円（同32,575千円減）となりました。増減の主な要因としまし

ては、現金及び預金の減少（同44,597千円）並びに内装工事等の売上の増加に伴う売掛金の増加（同

9,938千円）があったことによります。固定資産につきましては、事務所移転に伴う有形固定資産の新

規取得による増加（同6,271千円）並びに自社サービス用ソフトウェアの取得による無形固定資産の増

加（同7,221千円）があったことで、25,725千円（同13,109千円増）となりました。 

負債は、83,704千円（同27,311千円増）となりました。増減の主な要因としましては、内装工事等に

係る仕入の増加による支払手形及び買掛金の増加（同11,201千円増）、内装工事等に係る前入金の増加

による前受金の増加（同6,760千円増）等があったことによります。 

以上の結果、純資産は、当第３四半期会計期間における四半期純損失の計上等により7,149千円（同

46,777千円減）となり、自己資本比率は、前事業年度末の42.6％から0.0％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）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
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平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年10月３日に公表いたしました内容から変更はご

ざいません。 

 なお、本資料は発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は今後  

の様々な要因によって変動する場合があります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

追加情報

株式会社フォーバル・リアルストレート(9423)　平成24年３月期第３四半期決算短信

- 4 -



当社は、前々事業年度に４事業年度振りに営業利益を計上したものの、前事業年度において再び営業

損失を計上し、当第３四半期累計期間においても引き続き営業損失を計上しております。これにより、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社においては、当該状況を解消し黒字化を図ることが取り組むべき最優先課題であると考えてお

り、以下に示す施策に取り組んでいる最中でございます。 

・ソリューション事業の強化及び収益力の向上 

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・什器の手配までを行うソリ

ューション事業においては、引き続き取り組みを強化してまいります。具体的には、物件情報の充

実、駅すぱあと・Ｇｏｏｇｌｅマップの組込み等、平成23年８月に完了いたしましたナビサイトのリ

ニューアルにより集客を強化した結果、当第３四半期会計期間のナビサイトへの自然検索訪問者数

は、前四半期会計期間比で437％増と飛躍的に増加いたしました。また、当第３四半期会計期間の問

合わせ件数は前四半期会計期間比で172％増となり、こちらも飛躍的に増加しております。さらに、

問合せチャネルの複線化としての紹介営業や代理店の構築、グループ会社顧客への働きかけ強化等に

よる紹介案件の創出については、前四半期会計期間比で51％増となり、こちらも順調に推移しており

ます。以上より当第３四半期会計期間においては受注件数・受注金額は、それぞれ前四半期会計期間

比で38％増・40％増となっており、引き続き各取り組みを強化してまいります。また、コスト面につ

きましては事業全体レベルでフォーバルグループのリソースと共有化を図り、引き続き低コストオペ

レーション化に取り組むことで、収益力の向上を図ってまいります。 

  

・事業基盤の強化 

ナビサイトや代理店等からの紹介、グループ会社顧客への働きかけ等、不動産関連業務の問い合わ

せからオフィス仲介、内装工事、各種インフラ・オフィス機器、オフィス什器の手配までの各プロセ

スの数値管理を徹底することと、業務フロー・役割分担を明確化することによる顧客対応レベル及び

サービスレベルを継続的に向上させることで、事業基盤の強化を図ってまいります。 

あわせてコーポレートスローガンである「「見つかる」「創る」「活かす」」のリリースや、「Ｆ

ＲＳの強み」のリリース、当社ナビサイト「オフィス移転ｎａｖｉ」の認知度向上のためのオリジナ

ルエコバッグの作成やノベルティの作成・配布等、コーポレートブランド構築のための施策を随時実

施しております。 

  

当社といたしましては、以上の施策を実施することによって、継続企業の前提に関する重要事象等を

解消できるものと考えており、継続企業の前提に関する不確実性は認められないものと判断しておりま

す。 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 54,553 9,956

受取手形及び売掛金 43,749 53,688

その他 5,302 9,463

貸倒引当金 △5,902 △7,980

流動資産合計 97,703 65,128

固定資産

有形固定資産 887 7,158

無形固定資産 1,411 8,632

投資その他の資産

差入保証金 9,732 9,529

その他 1,720 1,531

貸倒引当金 △1,135 △1,126

投資その他の資産合計 10,317 9,934

固定資産合計 12,616 25,725

資産合計 110,320 90,854

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,952 32,154

未払金 20,772 29,776

未払法人税等 1,608 813

賞与引当金 1,778 3,378

関係会社整理損失引当金 92 678

資産除去債務 1,617 －

その他 9,570 16,902

流動負債合計 56,393 83,704

負債合計 56,393 83,704

純資産の部

株主資本

資本金 146,505 146,505

資本剰余金 46,505 46,505

利益剰余金 △145,993 △192,984

株主資本合計 47,018 26

新株予約権 6,909 7,122

純資産合計 53,927 7,149

負債純資産合計 110,320 90,854
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 356,529 434,970

売上原価 215,677 289,062

売上総利益 140,852 145,908

販売費及び一般管理費

給料及び手当 15,052 56,092

その他の人件費 84,814 29,508

その他 94,387 120,653

販売費及び一般管理費合計 194,254 206,255

営業損失（△） △53,402 △60,346

営業外収益

受取利息 11 5

受取手数料 － 285

雑収入 0 12

営業外収益合計 12 304

営業外費用

支払手数料 － 67

雑損失 － 0

営業外費用合計 － 67

経常損失（△） △53,389 △60,108

特別利益

賞与引当金戻入額 500 －

事業譲渡益 6,041 14,594

その他 19 －

特別利益合計 6,561 14,594

特別損失

リース解約損 274 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 243 －

本社移転費用 － 210

関係会社整理損失引当金繰入額 259 585

特別損失合計 776 796

税引前四半期純損失（△） △47,605 △46,311

法人税、住民税及び事業税 713 713

法人税等調整額 474 △33

法人税等合計 1,187 679

四半期純損失（△） △48,792 △46,991
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当第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

   該当事項はありません。 

  

 当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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