
　

平成31年２月28日

各 位

会 社 名 Ｆ Ｉ Ｇ 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 村井 雄司

(コード：4392 東証一部 福証)

問合せ先 取締役社長室長 岐部 和久

(TEL.097－576－8730)

(((((訂訂訂訂訂正正正正正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「平成平成平成平成平成3333300000年年年年年1111122222月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕（（（（（連連連連連結結結結結）））））」」」」」ののののの

一部訂正に関するお知ら一部訂正に関するお知ら一部訂正に関するお知ら一部訂正に関するお知ら一部訂正に関するお知らせせせせせ

当社は、平成31年２月14日に発表いたしました表記開示資料につきまして、一部に訂正すべき事項がありました

ので、下記のとおり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。

　

記

１．訂正の理由

平成31年２月14日の「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の開示後、記載内容の一部に訂正すべき

事項が判明したため、訂正するものであります。

２．訂正の内容

訂正箇所は下線を付して表示しております。
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サマリー情報 １ページ

１．平成30年12月期の連結業績（平成30年１月１日～平成30年12月31日）
（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

（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

30年12月期 11,898 7,761 64.5 246.99

29年12月期 ― ― ― ―
(参考) 自己資本 30年12月期 7,677百万円 29年12月期 ―百万円

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

（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

30年12月期 11,938 7,761 64.3 274.33

29年12月期 ― ― ― ―
(参考) 自己資本 30年12月期 7,677百万円 29年12月期 ―百万円

２．配当の状況
（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

29年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

30年12月期 ― ― ― 5.00 5.00 155 46.8 2.0

31年12月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 48.6

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

29年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

30年12月期 ― ― ― 5.00 5.00 155 46.8 1.8

31年12月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 48.6

添付資料２ページ

１．経営成績等の概況

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計期間末の資産合計は、11,898,185千円となりました。主な内訳は、現金及び預金1,530,664千円、受取

手形及び売掛金3,071,057千円、仕掛品1,273,749千円等の流動資産が7,330,939千円、有形固定資産2,905,998千円、

無形固定資産577,290千円、投資その他の資産1,083,956千円の固定資産が4,567,245千円であります。

負債合計は、4,136,654千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金1,191,233千円、短期借入金400,000

千円等の流動負債が2,644,877千円、長期借入金1,042,541千円等の固定負債が1,491,776千円であります。

純資産合計は、7,761,530千円となりました。主な内訳は、資本金2,000,000千円、資本剰余金3,824,299千円、利

益剰余金2,801,482千円等の株主資本が7,831,475千円であります。
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（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計期間末の資産合計は、11,938,976千円となりました。主な内訳は、現金及び預金1,530,664千円、受取

手形及び売掛金3,111,848千円、仕掛品1,273,749千円等の流動資産が7,371,731千円、有形固定資産2,905,998千円、

無形固定資産577,290千円、投資その他の資産1,083,956千円の固定資産が4,567,245千円であります。

負債合計は、4,177,446千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金1,191,233千円、短期借入金400,000

千円等の流動負債が2,685,669千円、長期借入金1,042,541千円等の固定負債が1,491,776千円であります。

純資産合計は、7,761,530千円となりました。主な内訳は、資本金2,000,000千円、資本剰余金3,824,299千円、利

益剰余金2,801,482千円等の株主資本が7,831,475千円であります。

添付資料３ページ

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成30年12月期

自己資本比率 64.5％

時価ベースの自己資本比率 81.0％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 36.2年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.0倍

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成30年12月期

自己資本比率 64.3％

時価ベースの自己資本比率 80.7％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 36.5年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.0倍
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添付資料４～５ページ

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,530,664

受取手形及び売掛金 3,071,057

リース投資資産 171,961

製品 233,578

仕掛品 1,273,749

原材料 775,918

繰延税金資産 88,448

その他 198,948

貸倒引当金 △13,386

流動資産合計 7,330,939

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,970,811

減価償却累計額 △909,277

建物及び構築物（純額） 1,061,534

機械装置及び運搬具 500,549

減価償却累計額 △299,856

機械装置及び運搬具（純額） 200,692

工具、器具及び備品 498,003

減価償却累計額 △402,357

工具、器具及び備品（純額） 95,646

レンタル資産 229,758

減価償却累計額 △108,214

レンタル資産（純額） 121,543

土地 1,413,649

リース資産 165,374

減価償却累計額 △152,443

リース資産（純額） 12,931

有形固定資産合計 2,905,998

無形固定資産

ソフトウエア 442,061

ソフトウエア仮勘定 72,924

リース資産 9,728

その他 52,576

無形固定資産合計 577,290

投資その他の資産

投資有価証券 819,057

退職給付に係る資産 131,693

繰延税金資産 25,299

その他 118,636

貸倒引当金 △10,730

投資その他の資産合計 1,083,956

固定資産合計 4,567,245

資産合計 11,898,185
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(単位：千円)

当連結会計年度
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,191,233

短期借入金 400,000

1年内返済予定の長期借入金 364,100

未払法人税等 101,719

未払消費税等 108,566

賞与引当金 35,796

製品保証引当金 10,304

その他 433,157

流動負債合計 2,644,877

固定負債

社債 300,000

長期借入金 1,042,541

リース債務 4,091

繰延税金負債 82,596

役員退職慰労引当金 22,307

退職給付に係る負債 19,763

その他 20,478

固定負債合計 1,491,776

負債合計 4,136,654

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,000

資本剰余金 3,824,299

利益剰余金 2,801,482

自己株式 △794,306

株主資本合計 7,831,475

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △25,732

為替換算調整勘定 △2,327

退職給付に係る調整累計額 △125,783

その他の包括利益累計額合計 △153,842

新株予約権 83,897

純資産合計 7,761,530

負債純資産合計 11,898,185
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（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,530,664

受取手形及び売掛金 3,111,848

リース投資資産 171,961

製品 233,578

仕掛品 1,273,749

原材料 775,918

繰延税金資産 88,448

その他 198,948

貸倒引当金 △13,386

流動資産合計 7,371,731

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,970,811

減価償却累計額 △909,277

建物及び構築物（純額） 1,061,534

機械装置及び運搬具 500,549

減価償却累計額 △299,856

機械装置及び運搬具（純額） 200,692

工具、器具及び備品 498,003

減価償却累計額 △402,357

工具、器具及び備品（純額） 95,646

レンタル資産 229,758

減価償却累計額 △108,214

レンタル資産（純額） 121,543

土地 1,413,649

リース資産 165,374

減価償却累計額 △152,443

リース資産（純額） 12,931

有形固定資産合計 2,905,998

無形固定資産

ソフトウエア 442,061

ソフトウエア仮勘定 72,924

リース資産 9,728

その他 52,576

無形固定資産合計 577,290

投資その他の資産

投資有価証券 819,057

退職給付に係る資産 131,693

繰延税金資産 25,299

その他 118,636

貸倒引当金 △10,730

投資その他の資産合計 1,083,956

固定資産合計 4,567,245

資産合計 11,938,976
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(単位：千円)

当連結会計年度
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,191,233

短期借入金 400,000

1年内返済予定の長期借入金 364,100

未払法人税等 101,719

未払消費税等 108,566

賞与引当金 35,796

製品保証引当金 10,304

その他 473,949

流動負債合計 2,685,669

固定負債

社債 300,000

長期借入金 1,042,541

リース債務 4,091

繰延税金負債 82,596

役員退職慰労引当金 22,307

退職給付に係る負債 19,763

その他 20,478

固定負債合計 1,491,776

負債合計 4,177,446

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,000

資本剰余金 3,824,299

利益剰余金 2,801,482

自己株式 △794,306

株主資本合計 7,831,475

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △25,732

為替換算調整勘定 △2,327

退職給付に係る調整累計額 △125,783

その他の包括利益累計額合計 △153,842

新株予約権 83,897

純資産合計 7,761,530

負債純資産合計 11,938,976
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添付資料６ページ

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 8,602,361

売上原価 6,026,572

売上総利益 2,575,788

販売費及び一般管理費 2,068,099

営業利益 507,689

営業外収益

受取利息 6,339

受取配当金 28,913

受取手数料 1,831

補助金収入 14,639

その他 11,575

営業外収益合計 63,299

営業外費用

支払利息 14,294

固定資産除却損 1,482

その他 806

営業外費用合計 16,583

経常利益 554,405

特別利益

新株予約権戻入益 27,157

特別利益合計 27,157

税金等調整前当期純利益 581,563

法人税、住民税及び事業税 149,292

法人税等調整額 47,798

法人税等合計 197,091

当期純利益 384,471

非支配株主に帰属する当期純利益 111,207

親会社株主に帰属する当期純利益 273,263
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（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 8,602,361

売上原価 6,026,572

売上総利益 2,575,788

販売費及び一般管理費 2,068,099

営業利益 507,689

営業外収益

受取利息 6,339

受取配当金 12,674

受取手数料 1,831

補助金収入 30,877

その他 11,575

営業外収益合計 63,299

営業外費用

支払利息 14,294

固定資産除却損 1,482

その他 806

営業外費用合計 16,583

経常利益 554,405

特別利益

新株予約権戻入益 27,157

特別利益合計 27,157

税金等調整前当期純利益 581,563

法人税、住民税及び事業税 149,292

法人税等調整額 47,798

法人税等合計 197,091

当期純利益 384,471

非支配株主に帰属する当期純利益 111,207

親会社株主に帰属する当期純利益 273,263
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添付資料９ページ

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 581,563

減価償却費 476,066

株式報酬費用 15,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） △727

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 44,188

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,940

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,058

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,900

新株予約権戻入益 △27,881

受取利息及び受取配当金 △35,253

支払利息 14,294

補助金収入 △14,639

固定資産売却益 △556

固定資産除却損 1,482

売上債権の増減額（△は増加） △110,416

たな卸資産の増減額（△は増加） △584,638

仕入債務の増減額（△は減少） 5,072

リース投資資産の増減額（△は増加） △96,260

前受金の増減額（△は減少） △7,195

その他 △39,642

小計 232,256

利息及び配当金の受取額 35,380

利息の支払額 △14,584

補助金の受取額 6,440

法人税等の支払額 △201,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,309

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 △183,485

有形固定資産の売却による収入 715

無形固定資産の取得による支出 △185,212

投資有価証券の取得による支出 △12,714

子会社株式の取得による支出 △12,797

貸付金の回収による収入 2,040

その他 △13,602

投資活動によるキャッシュ・フロー △405,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △354,082

社債の償還による支出 △20,800

自己株式の取得による支出 △265

自己株式の売却による収入 46,299

配当金の支払額 △115,891

リース債務の返済による支出 △22,864

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,396

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,791

現金及び現金同等物の期首残高 1,546,456

現金及び現金同等物の期末残高 1,530,664
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（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 581,563

減価償却費 476,066

株式報酬費用 15,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） △727

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 44,188

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,940

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,058

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,900

新株予約権戻入益 △27,881

受取利息及び受取配当金 △19,014

支払利息 14,294

補助金収入 △30,877

固定資産売却益 △556

固定資産除却損 1,482

売上債権の増減額（△は増加） △151,208

たな卸資産の増減額（△は増加） △584,638

仕入債務の増減額（△は減少） 5,072

リース投資資産の増減額（△は増加） △96,260

前受金の増減額（△は減少） △7,195

その他 △7,049

小計 224,057

利息及び配当金の受取額 19,142

利息の支払額 △14,584

補助金の受取額 30,877

法人税等の支払額 △201,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,309

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 △183,485

有形固定資産の売却による収入 715

無形固定資産の取得による支出 △185,212

投資有価証券の取得による支出 △12,714

子会社株式の取得による支出 △12,797

貸付金の回収による収入 2,040

その他 △13,602

投資活動によるキャッシュ・フロー △405,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △354,082

社債の償還による支出 △20,800

自己株式の取得による支出 △265

自己株式の売却による収入 46,299

配当金の支払額 △115,891

リース債務の返済による支出 △22,864

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,396

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,791

現金及び現金同等物の期首残高 1,546,456

現金及び現金同等物の期末残高 1,530,664
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添付資料10ページ

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

２ 報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

当連結会計年度(自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) （単位：千円）

報告セグメント
合計

調整額
（注）1

連結損益計算
書計上額
（注）2情報通信事業

装置等
関連事業

売上高

　外部顧客への売上高 4,272,776 4,329,584 8,602,361 － 8,602,361

セグメント間の
内部売上高又は振替高

335 37,130 37,466 △37,466 －

計 4,273,112 4,366,715 8,639,828 △37,466 8,602,361

セグメント利益 76,681 511,901 588,582 △80,892 507,689

セグメント資産 4,020,703 7,209,044 11,229,747 668,437 11,898,185

その他の項目

　減価償却費 322,302 153,764 476,066 － 476,066

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

255,010 113,687 368,698 － 368,698

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

当連結会計年度(自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) （単位：千円）

報告セグメント
合計

調整額
（注）1

連結損益計算
書計上額
（注）2情報通信事業

装置等
関連事業

売上高

　外部顧客への売上高 4,272,776 4,329,584 8,602,361 － 8,602,361

セグメント間の
内部売上高又は振替高

335 37,130 37,466 △37,466 －

計 4,273,112 4,366,715 8,639,828 △37,466 8,602,361

セグメント利益 76,681 511,901 588,582 △80,892 507,689

セグメント資産 4,020,703 7,209,044 11,229,747 709,229 11,938,976

その他の項目

　減価償却費 322,302 153,764 476,066 － 476,066

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

255,010 113,687 368,698 － 368,698
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(１株当たり情報)

（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正前前前前前）））））

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり純資産額 246.99円

１株当たり当期純利益金額 10.69円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 10.59円

(注)１. １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 273,263

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当期純利益（千円） 273,263

普通株式の期中平均株式数（株） 25,563,080

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） ―

普通株式増加数（株） 251,392

(うち、新株予約権（株）） (251,392)

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
金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度
(平成30年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 7,761,530

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 83,897

(うち、新株予約権（千円）） (83,897)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 7,677,633

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） 31,084,515
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（（（（（訂正訂正訂正訂正訂正後後後後後）））））

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり純資産額 274.33円

１株当たり当期純利益金額 10.69円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 10.59円

(注)１. １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 273,263

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当期純利益（千円） 273,263

普通株式の期中平均株式数（株） 25,563,080

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） ―

普通株式増加数（株） 251,392

(うち、新株予約権（株）） (251,392)

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
金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度
(平成30年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 7,761,530

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 83,897

(うち、新株予約権（千円）） (83,897)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 7,677,633

普通株式の発行済株式数（株） 31,084,515

普通株式の自己株式数（株） 3,097,822

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） 27,986,693

以 上
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