
 
平成24年６月１日

各  位 
 

  

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について 

  

平成24年５月11日に発表いたしました「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容に

一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

  

記 

  

１．訂正の理由 

決算短信発表後の有価証券報告書等の作成過程におきまして、投資有価証券の時価評価について一部の

数値に誤りがあることが判明したため、提出済みの決算短信を訂正するものであります。 

  

２．訂正の内容 

訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後を記載の上、下線を付して表示しております。 

  

【訂正箇所①】サマリー情報 

 
＜訂正前＞ 

 

 
  

＜訂正後＞ 

 

 
  

  

会 社 名 株式会社フォーカスシステムズ

代表者名 代表取締役社長 森 啓一

（ＪＡＳＤＡＱ・コード4662）

問合せ先 専務取締役   畑山 芳文

電    話 03-5421-7777

１．平成24年３月期の業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（２）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

24年３月期 13,206 6,045 45.8 821 40

23年３月期 10,129 5,045 49.8 619 37

(参考) 自己資本 24年３月期 6,045百万円 23年３月期 5,045百万円

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

24年３月期 13,208 6,047 45.8 821 66

23年３月期 10,129 5,045 49.8 619 37

(参考) 自己資本 24年３月期 6,047百万円 23年３月期 5,045百万円
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【訂正箇所②】添付資料３ページ 

＜訂正前＞ 

当事業年度における資産は、前事業年度末に比較し3,076百万円増加し、13,206百万円となりまし

た。これは主に投資有価証券の増加2,038百万円、現金及び預金の増加859百万円によるものでありま

す。 

負債は、前事業年度末に比較し2,077百万円増加し、7,160百万円となりました。これは主に繰延税金

負債の増加690百万円、役員退職慰労引当金の増加390百万円、未払法人税等の増加259百万円によるも

のであります。 

純資産は、前事業年度末に比較し999百万円増加し、6,045百万円となりました。これは主にその他有

価証券評価差額金の増加1,364百万円によるものであります。 

  

＜訂正後＞ 

当事業年度における資産は、前事業年度末に比較し3,079百万円増加し、13,208百万円となりまし

た。これは主に投資有価証券の増加2,040百万円、現金及び預金の増加859百万円によるものでありま

す。 

負債は、前事業年度末に比較し2,077百万円増加し、7,161百万円となりました。これは主に繰延税金

負債の増加691百万円、役員退職慰労引当金の増加390百万円、未払法人税等の増加259百万円によるも

のであります。 

純資産は、前事業年度末に比較し1,001百万円増加し、6,047百万円となりました。これは主にその他

有価証券評価差額金の増加1,366百万円によるものであります。 

  

１．経営成績

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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【訂正箇所③】添付資料９ページ 

＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

 
  

＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

 
  

４．財務諸表
（１）貸借対照表

前事業年度
（平成23年３月31日）

当事業年度 
（平成24年３月31日）

 資産の部

   （省略）

   投資その他の資産

    投資有価証券 1,131,833 3,170,396

    （省略）

    投資その他の資産合計 1,837,901 3,935,686

   固定資産合計 5,689,265 7,761,753

  資産合計 10,129,135 13,206,070

 負債の部

  （省略）

  固定負債

   （省略）

   繰延税金負債 348,710 1,039,407

   （省略）

   固定負債合計 2,039,382 3,218,373

  負債合計 5,083,437 7,160,851

 純資産の部

   （省略）

  評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 541,935 1,906,155

   評価・換算差額等合計 541,935 1,906,155

  純資産合計 5,045,697 6,045,218

 負債純資産合計 10,129,135 13,206,070

前事業年度
（平成23年３月31日）

当事業年度 
（平成24年３月31日）

 資産の部

   （省略）

   投資その他の資産

    投資有価証券 1,131,833 3,172,656

    （省略）

    投資その他の資産合計 1,837,901 3,937,946

   固定資産合計 5,689,265 7,764,013

  資産合計 10,129,135 13,208,330

 負債の部

  （省略）

  固定負債

   （省略）

   繰延税金負債 348,710 1,039,736

   （省略）

   固定負債合計 2,039,382 3,218,702

  負債合計 5,083,437 7,161,180

 純資産の部

   （省略）

  評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 541,935 1,908,086

   評価・換算差額等合計 541,935 1,908,086

  純資産合計 5,045,697 6,047,149

 負債純資産合計 10,129,135 13,208,330
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【訂正箇所④】添付資料15ページ 

＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

 
  

＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

 
  

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度
（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日）

 （省略）

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金

    （省略）

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 518,214 1,364,219

    当期変動額合計 518,214 1,364,219

   当期末残高 541,935 1,906,155

  評価・換算差額等合計

    （省略）

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 518,214 1,364,219

    当期変動額合計 518,214 1,364,219

   当期末残高 541,935 1,906,155

 純資産合計

   （省略）

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 518,214 1,364,219

   当期変動額合計 368,373 999,521

  当期末残高 5,045,697 6,045,218

前事業年度
（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日）

 （省略）

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金

    （省略）

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 518,214 1,366,150

    当期変動額合計 518,214 1,366,150

   当期末残高 541,935 1,908,086

  評価・換算差額等合計

    （省略）

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 518,214 1,366,150

    当期変動額合計 518,214 1,366,150

   当期末残高 541,935 1,908,086

 純資産合計

   （省略）

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 518,214 1,366,150

   当期変動額合計 368,373 1,001,452

  当期末残高 5,045,697 6,047,149
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【訂正箇所⑤】添付資料24ページ 

＜訂正前＞ 

 
(注) １．在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１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。 

  （省略） 

３．１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。 

  

 
  

＜訂正後＞ 

 
(注) １．在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１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。 

  （省略） 

３．１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。 

  

 
  

以 上

（７）財務諸表に関する注記事項

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 619.37円 821.40円

１株当たり当期純利益金額 10.20円 19.52円

項目
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度 

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 5,045,697 6,045,218

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 5,045,697 6,045,218

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(千株)

8,146 7,359

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 619.37円 821.66円

１株当たり当期純利益金額 10.20円 19.52円

項目
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度 

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 5,045,697 6,047,149

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 5,045,697 6,047,149

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(千株)

8,146 7,359
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