
 

 
平成 25年 12 月 26日 

各 位 

会 社 名 株式会社フォーバルテレコム 

代 表 者 代表取締役社長   谷井  剛 

     （コード：9445 東証マザーズ） 

問合せ先 取 締 役     山本 忠幸 

電話番号 03-3233-1301          

 

（訂正）「平成 24年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について 

 

当社は平成 25年 12 月 10 日付「過年度有価証券報告書等、決算短信の訂正に関するお知らせ」において、過年度決算

を訂正する旨の公表いたしましたが、これに基づき「平成 24年３月期 第１四半期決算短信」（平成 23年８月12日公表

及び平成 23 年８月 17 日一部訂正公表）の記載事項の一部について、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は   

＿線で示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

 

サマリー情報 

１．平成 24年３月期第１四半期の連結業績（平成 23年４月１日～平成 23年６月30日） 

 

添付資料 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ３．四半期連結財務諸表 

 （１）四半期連結貸借対照表 

 （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） 

 （四半期連結包括利益計算書） 

 （４）セグメント情報等 

 

 

 

－1－



 

 

□サマリー情報１ページ 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 24年３月期第１四半期の連結業績（平成 23年４月１日～平成 23年６月30日） 

（訂正前） 

（1） 連結経営成績（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 1 四半期 3,294 △3.4 51 △48.3 46 △50.4 12 △62.9

23 年 3 月期第 1 四半期 3,409 △3.7 100 64.8 93 62.0 33 29.8

（注）包括利益  24年 3 月期第 1四半期 11百万円（△62.3％） 23 年 3月期第 1四半期 29百万円（－％） 

 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 1 四半期 74.04 － 

23 年 3 月期第 1 四半期 199.61 － 

 

（2） 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円  百万円 ％ 

24 年 3 月期第 1 四半期 5,974 1,796 29.9 

23 年 3 月期 6,345 1,919 30.0 

（参考）自己資本   24 年 3月期第 1四半期 1,783 百万円  23 年 3 月期 1,906 百万円 

 

（訂正後） 

(1) 連結経営成績（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 1 四半期 3,294 △3.4 58 △42.0 52 △43.7 18 △43.9

23 年 3 月期第 1 四半期 3,409 △3.7 100 64.8 93 62.0 33 29.8

（注）包括利益  24年 3 月期第 1四半期 17百万円（△40.9％） 23 年 3月期第 1四半期 29百万円（－％） 

 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 1 四半期 111.90 － 

23 年 3 月期第 1 四半期 199.61 － 

 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円  百万円 ％ 

24 年 3 月期第 1 四半期 5,803 1,626 27.8 

23 年 3 月期 6,168 1,742 28.0 

（参考）自己資本   24 年 3月期第 1四半期 1,613 百万円  23 年 3 月期 1,729 百万円 

 

 

－2－



 

 

□添付資料２ページ 

 １．当四半期決算に関する定性的情報 

 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

 （訂正前） 

〈前略〉 

これらにより、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が 32 億 94 百万円（前年同四半期比 3.4％減）、

営業利益が 51 百万円（前年同四半期比 48.3％減）、経常利益が 46 百万円（前年同四半期比 50.4％減）、四半期純利

益が 12百万円（前年同四半期比 62.9％減）となりました。 

〈後略〉 

 

 （訂正後） 

〈前略〉 

これらにより、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が 32 億 94 万円（前年同四半期比 3.4％減）、営

業利益が 58百万円（前年同四半期比 42.0％減）、経常利益が 52 百万円（前年同四半期比 43.7％減）、四半期純利益

が 18百万円（前年同四半期比43.9％減）となりました。 

〈後略〉 

 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （訂正前） 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は 59億 74 百万円となり、前連結会計年度末比３億 71百万円の

減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（92百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（２億４百万円）

によるものであります。 

〈中略〉 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高 13 百万円となりました。また、純資産の残高は 17 億

96 百万円となり、前連結会計年度末比１億22百万円の減少となりました。これは主に、当期純利益の計上及び剰余

金の配当によるものであります。 

〈後略〉 

 

 （訂正後） 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は58億３百万円となり、前連結会計年度末比３億 65百万円の減

少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（92 百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（２億４百万円）

によるものであります。 

〈中略〉 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高 13 百万円となりました。また、純資産の残高は 16 億

26 百万円となり、前連結会計年度末比１億16百万円の減少となりました。これは主に、当期純利益の計上及び剰余

金の配当によるものであります。 

〈後略〉 
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□添付資料３ページ 

 ３．四半期連結財務諸表 

 （１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

（単位：千円） 
  

前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

 (平成23年６月30日)   
資産の部 

〈中略〉 

固定資産 

〈中略〉 

 無形固定資産 
  

のれん 312,455 301,019
  

その他 179,695 168,939
  

無形固定資産合計 492,150 469,958

〈中略〉 

固定資産合計 1,777,683 1,742,885

〈中略〉 

資産合計 6,345,563 5,974,221

〈中略〉 

純資産の部 

株主資本 
  

資本金 542,354 542,354
  

資本剰余金 42,353 42,353
 

利益剰余金 1,323,189 1,202,003
  

株主資本合計 1,907,897 1,786,711

〈中略〉 

純資産合計 1,919,110 1,796,696

負債純資産合計 6,345,563 5,974,221
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（訂正後） 

（単位：千円） 
  

前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

 (平成23年６月30日)   
資産の部 

〈中略〉 

固定資産 

〈中略〉 

 無形固定資産 
  

のれん 135,488 130,372
  

その他 179,695 168,939
  

無形固定資産合計 315,183 299,312

〈中略〉 

固定資産合計 1,600,716 1,572,239

〈中略〉 

資産合計 6,168,596 5,803,575

〈中略〉 

純資産の部 

株主資本 
  

資本金 542,354 542,354
  

資本剰余金 42,353 42,353
 

利益剰余金 1,146,223 1,031,356
  

株主資本合計 1,730,931 1,616,064

〈中略〉 

純資産合計 1,742,143 1,626,050

負債純資産合計 6,168,596 5,803,575
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□添付資料５ページ 

 （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１四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 
  

前第１四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年６月30日）  
売上高 3,409,786 3,294,180

売上原価 2,815,526 2,718,503

売上総利益 594,260 575,677

販売費及び一般管理費 493,992 523,807

営業利益 100,268 51,869

〈中略〉 

経常利益 93,316 46,245

〈中略〉 

税金等調整前四半期純利益 71,931 45,832

〈中略〉  

少数株主損益調整前四半期純利益 33,503 12,386

〈中略〉 

四半期純利益 33,320 12,359

 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 
  

前第１四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年６月30日）  
売上高 3,409,786 3,294,180

売上原価 2,815,526 2,718,503

売上総利益 594,260 575,677

販売費及び一般管理費 493,992 517,487

営業利益 100,268 58,189

〈中略〉 

経常利益 93,316 52,565

〈中略〉 

税金等調整前四半期純利益 71,931 52,152

〈中略〉  

少数株主損益調整前四半期純利益 33,503 18,706

〈中略〉 

四半期純利益 33,320 18,679
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□添付資料６ページ 

 （四半期連結包括利益計算書） 

  （第１四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 
  

前第１四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年６月30日）  
少数株主損益調整前四半期純利益 33,503 12,386

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △3,989 △1,254

その他の包括利益合計 △3,989 △1,254

四半期包括利益 29,513 11,132

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 29,406 11,107

少数株主に係る四半期包括利益 107 25

 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 
  

前第１四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年６月30日）  
少数株主損益調整前四半期純利益 33,503 18,706

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △3,989 △1,254

その他の包括利益合計 △3,989 △1,254

四半期包括利益 29,513 17,452

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 29,406 17,427

少数株主に係る四半期包括利益 107 25
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□添付資料７ページ 

 （４）セグメント情報等 

（訂正前） 

〈前略〉 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成 23年４月１日 至 平成 23年６月 30日） 

〈中略〉 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

利益 金額 

報告セグメント計 63,096

セグメント間取引消去 209

のれんの償却額 △11,435

四半期連結損益計算書の営業利益 51,869

 

（訂正後） 

〈前略〉 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成 23年４月１日 至 平成 23年６月 30日） 

〈中略〉 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

利益 金額 

報告セグメント計 63,096

セグメント間取引消去 209

のれんの償却額 △5,115

四半期連結損益計算書の営業利益 58,189

 

 

以 上 
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