
 

 
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 25 年３月期 第３四半期決算短信［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 25 年３月期 第３四半期決算短信」（平成 25 年２月 13 日公表）

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 25 年３月期第３四半期の連結業績（平成 24 年４月１日～平成 24 年 12 月 31 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） 

 （５）セグメント情報等 
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□サマリー情報１ページ 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 25 年３月期第３四半期の連結業績（平成 24 年４月１日～平成 24 年 12 月 31 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 ％

25年 3月期第 3四半期 8,910 △10.3 300 68.3 302 81.4 190 241.5

24 年 3月期第 3四半期 9,938 △1.7 178 △29.1 166 △33.9 55 △65.2

（注）包括利益  25 年 3月期第 3 四半期 193 百万円（255.6％） 24 年 3 月期第 3四半期 54 百万円（△66.4％） 

 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

25年 3月期第 3四半期 1,143.33 － 

24 年 3月期第 3四半期 334.80 － 

 

(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

25年 3月期第 3四半期 5,336 1,784 33.3 10,636.14

24 年 3 月期 6,063 1,840 30.2 10,977.48

（参考）自己資本   25 年 3 月期第 3 四半期 1,775 百万円  24 年 3月期 1,832 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 ％

25年 3月期第 3四半期 8,910 △10.3 312 58.1 314 69.2 202 170.8

24 年 3月期第 3四半期 9,938 △1.7 197 △21.5 185 △26.4 74 －

（注）包括利益  25 年 3月期第 3 四半期 205 百万円（179.9％） 24 年 3 月期第 3四半期 73 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

25年 3月期第 3四半期 1,214.03 － 

24 年 3月期第 3四半期 448.39 － 

 

(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

25年 3月期第 3四半期 5,254 1,701 32.2 10,141.22

24 年 3 月期 5,968 1,746 29.1 10,411.85

（参考）自己資本   25 年 3 月期第 3 四半期 1,692 百万円  24 年 3月期 1,738 百万円 
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□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３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が89億10百万円（前年同四半期比10.3％減）、営

業利益が３億円（前年同四半期比68.3％増）、経常利益が３億２百万円（前年同四半期比81.4％増）、四半期純利益

が１億90百万円（前年同四半期比241.5％増）となりました。  

〈後略〉 

 

 （訂正後） 

〈前略〉 

これらにより、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が89億10百万円（前年同四半期比10.3％減）、営

業利益が３億12百万円（前年同四半期比58.1％増）、経常利益が３億14百万円（前年同四半期比69.2％増）、四半期

純利益が２億２百万円（前年同四半期比170.8％増）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３四半期連結会計期間末における資産の残高は 53 億 36 百万円となり、前連結会計年度末比７億 26 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（９億 91 百万円）、受取手形及び売掛金の減少（４億 47 百万

円）及び未収入金の増加（６億 97 百万円）によるものであります。 

〈中略〉 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高は８百万円となりました。また、純資産の残高は17億84

百万円となり、前連結会計年度末比56百万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。 

 

 （訂正後） 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は 52 億 54 百万円となり、前連結会計年度末比 7 億 14 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（９億 91 百万円）、受取手形及び売掛金の減少（４億 47 百万

円）及び未収入金の増加（６億 97 百万円）によるものであります。 

〈中略〉 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高は８百万円となりました。また、純資産の残高は17億１

百万円となり、前連結会計年度末比44百万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。 
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□添付資料４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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

 (平成24年12月31日)   
資産の部 

〈中略〉 

固定資産 

〈中略〉 

    

 無形固定資産 
  

のれん 213,219 184,226
  

その他 127,892 109,177
  

無形固定資産合計 341,111 293,404

〈中略〉 

固定資産合計 1,644,575 1,562,957

〈中略〉 

資産合計 6,063,327 5,336,656

〈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 1,250,344 1,190,804
  

株主資本合計 1,835,052 1,775,512

〈中略〉 

純資産合計 1,840,895 1,784,230

負債純資産合計 6,063,327 5,336,656

 

 

 

 

 

－4－



 

（訂正後） 

（単位：千円） 
  

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

 (平成24年12月31日)   
資産の部 

〈中略〉 

固定資産 

〈中略〉 

    

 無形固定資産 
  

のれん 118,798 101,608
  

その他 127,892 109,177
  

無形固定資産合計 246,690 210,785

〈中略〉 

固定資産合計 1,550,154 1,480,339

〈中略〉 

資産合計 5,968,906 5,254,038

〈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 1,155,923 1,108,185
  

株主資本合計 1,740,631 1,692,893

〈中略〉 

純資産合計 1,746,474 1,701,612

負債純資産合計 5,968,906 5,254,038
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□添付資料６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３四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 
  

前第３四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日）  
売上高 9,938,590 8,910,075

売上原価 8,195,313 7,135,270

売上総利益 1,743,277 1,774,805

販売費及び一般管理費 1,564,847 1,474,590

営業利益 178,430 300,214

〈中略〉 

経常利益 166,612 302,228

〈中略〉 

税金等調整前四半期純利益 145,046 275,431

〈中略〉 

少数株主損益調整前四半期純利益 56,227 191,173

〈中略〉 

四半期純利益 55,889 190,857

 

（訂正後） 

（単位：千円） 
  

前第３四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日）  
売上高 9,938,590 8,910,075

売上原価 8,195,313 7,135,270

売上総利益 1,743,277 1,774,805

販売費及び一般管理費 1,545,886 1,462,788

営業利益 197,390 312,017

〈中略〉 

経常利益 185,573 314,031

〈中略〉 

税金等調整前四半期純利益 164,006 287,233

〈中略〉 

少数株主損益調整前四半期純利益 75,188 202,976

〈中略〉 

四半期純利益 74,849 202,660
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□添付資料７ページ 

 （四半期連結包括利益計算書） 

  （第３四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 
  

前第３四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日）  
少数株主損益調整前四半期純利益 56,227 191,173

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △1,749 2,559

その他の包括利益合計 △1,749 2,559

四半期包括利益 54,478 193,733

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 54,141 193,417

少数株主に係る四半期包括利益 336 315

 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 
  

前第３四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日）  
少数株主損益調整前四半期純利益 75,188 202,976

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △1,749 2,559

その他の包括利益合計 △1,749 2,559

四半期包括利益 73,438 205,535

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 73,102 205,220

少数株主に係る四半期包括利益 336 315
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□添付資料８ページ 

 （５）セグメント情報等 

（訂正前） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成 23 年４月１日 至 平成 23 年 12 月 31 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 212,295

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 442

のれんの償却額 △34,307

四半期連結損益計算書の営業利益 178,430

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年 12 月 31 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 334,030

「その他」の区分の損失 △685

セグメント間取引消去 △6,237

のれんの償却額 △26,893

四半期連結損益計算書の営業利益 300,214

〈後略〉 
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（訂正後） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成 23 年４月１日 至 平成 23 年 12 月 31 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 212,295

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 442

のれんの償却額 △15,347

四半期連結損益計算書の営業利益 197,390

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年 12 月 31 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 334,030

「その他」の区分の損失 △685

セグメント間取引消去 △6,237

のれんの償却額 △15,090

四半期連結損益計算書の営業利益 312,017

〈後略〉 

 

以 上 
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