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平成 27 年 5 月 8 日 

各      位 

会 社 名  株式会社ファンコミュニケーションズ 

代表者名  代表取締役社長  柳澤 安慶 

（コード番号  2461 東証第一部） 

問合せ先  執行役員社長室長 杉山 紳一郎 

（TEL．  03 － 5766 － 3530  ） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）平成 26 年 12 月期決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

当社は、平成 27 年２月９日 15 時 00 分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお

知らせします。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送信します。 

 

 

１．訂正の内容 

   別添のとおり 

 

２．訂正の理由 

   今回の訂正は、平成 26 年 12 月期中に実施した配当金の支払に関して、資本金の４分の１に達

するまで法定準備金を計上すれば足りるところ、これを超える額を計上したことに伴い、個別財務

諸表における貸借対照表及び株主資本等変動計算書の訂正を行うものです。 

なお、当社の連結財務諸表への影響はございません。 
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（別紙） 

平成26年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）（自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日） 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（訂正前） 
(単位：千円)

 
前事業年度 

(平成25年12月31日) 

当事業年度 

(平成26年12月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,045,385 1,101,498

資本剰余金 

資本準備金 150,085 206,198

その他資本剰余金 1,147,250 －

資本剰余金合計 1,297,335 206,198

利益剰余金 

利益準備金 105,401 158,906

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 7,783,086 10,290,089

利益剰余金合計 7,888,488 10,448,995

自己株式 △1,514,658 △1,068

株主資本合計 8,716,549 11,755,623

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 623 15,357

評価・換算差額等合計 623 15,357

新株予約権 74,258 96,927

純資産合計 8,791,432 11,867,908

負債純資産合計 13,457,182 17,696,935

 

（訂正後） 
(単位：千円)

 
前事業年度 

(平成25年12月31日) 

当事業年度 

(平成26年12月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,045,385 1,101,498

資本剰余金 

資本準備金 150,085 206,198

その他資本剰余金 1,147,250 －

資本剰余金合計 1,297,335 206,198

利益剰余金 

利益準備金 105,401 105,401

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 7,783,086 10,343,593

利益剰余金合計 7,888,488 10,448,995

自己株式 △1,514,658 △1,068

株主資本合計 8,716,549 11,755,623

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 623 15,357

評価・換算差額等合計 623 15,357

新株予約権 74,258 96,927

純資産合計 8,791,432 11,867,908

負債純資産合計 13,457,182 17,696,935
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（３）株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日） 

（訂正前） 
(単位：千円)

 株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 
資本準備金

その他資本

剰余金 
資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 1,045,385 150,085 1,147,250 1,297,335 105,401 7,783,086 7,888,488

当期変動額    

新株の発行 56,113 56,113 56,113   

剰余金の配当   △535,045 △535,045

利益準備金の積立  53,504 △53,504 －

当期純利益   3,462,961 3,462,961

自己株式の取得    

自己株式の処分  △1,147,250 △1,147,250  △367,408 △367,408

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）    

当期変動額合計 56,113 56,113 △1,147,250 △1,091,136 53,504 2,507,002 2,560,507

当期末残高 1,101,498 206,198 － 206,198 158,906 10,290,089 10,448,995

 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,514,658 8,716,549 623 623 74,258 8,791,432 

当期変動額    

新株の発行  112,226  112,226 

剰余金の配当  △535,045  △535,045 

利益準備金の積立   － 

当期純利益  3,462,961  3,462,961 

自己株式の取得 △1,068 △1,068  △1,068 

自己株式の処分 1,514,658 －  － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）  14,734 14,734 22,668 37,402 

当期変動額合計 1,513,590 3,039,074 14,734 14,734 22,668 3,076,476 

当期末残高 △1,068 11,755,623 15,357 15,357 96,927 11,867,908 
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（訂正後） 
(単位：千円)

 株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 
資本準備金

その他資本

剰余金 
資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 1,045,385 150,085 1,147,250 1,297,335 105,401 7,783,086 7,888,488

当期変動額    

新株の発行 56,113 56,113 56,113   

剰余金の配当   △535,045 △535,045

利益準備金の積立  － － －

当期純利益   3,462,961 3,462,961

自己株式の取得    

自己株式の処分  △1,147,250 △1,147,250  △367,408 △367,408

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）    

当期変動額合計 56,113 56,113 △1,147,250 △1,091,136 － 2,560,507 2,560,507

当期末残高 1,101,498 206,198 － 206,198 105,401 10,343,593 10,448,995

 

 株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,514,658 8,716,549 623 623 74,258 8,791,432 

当期変動額    

新株の発行  112,226  112,226 

剰余金の配当  △535,045  △535,045 

利益準備金の積立   － 

当期純利益  3,462,961  3,462,961 

自己株式の取得 △1,068 △1,068  △1,068 

自己株式の処分 1,514,658 －  － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純

額）  14,734 14,734 22,668 37,402 

当期変動額合計 1,513,590 3,039,074 14,734 14,734 22,668 3,076,476 

当期末残高 △1,068 11,755,623 15,357 15,357 96,927 11,867,908 

 

 

 

以 上 


