
 

  
平成 26 年５月 28 日 

各      位 

会 社 名       株式会社 fonfun 

代表者名       代表取締役社長 林 和之 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2323） 

問合せ先責任者 取締役経営管理部部長 八田 修三 

電話        03-5365-1511 

 

(訂正・数値データ訂正)平成 26年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について 

 

 

 当社は、平成 26年５月 19 日に発表いたしました表記開示資料について訂正がありましたので下記の通りお

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につきましても訂正開示

いたします。 

記 

 

訂正の内容 ※訂正箇所には下線を付しております。 

 

○２ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

①リモートメール事業 

【訂正前】 

（省略） 

上記の結果、リモートメール事業の売上高は 467 百万円（前年同期比 18.4％減）、営業利益は 132 万円（前

年同期比 12.4％減）となりました。 

 

【訂正後】 

（省略） 

上記の結果、リモートメール事業の売上高は 467 百万円（前年同期比 18.4％減）、営業利益は 132 百万円（前

年同期比 12.4％減）となりました。 

 



 

○８ページ 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

【訂正前】 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 598,841 500,434 

  売掛金 114,767 91,813 

  製品 55 - 

  貯蔵品 - 191 

  繰延税金資産 9,475 205 

  短期貸付金 1,680 120 

  その他 13,119 14,524 

  貸倒引当金 △1,361 △999 

  流動資産合計 736,576 606,289 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備 10,437 18,616 

    
減価償却累計額及び減損損失累計
額 

△3,741 △10,532 

    建物附属設備（純額） 6,696 8,084 

   工具、器具及び備品 158,676 161,495 

    
減価償却累計額及び減損損失累計
額 

△136,721 △135,796 

    工具、器具及び備品（純額） 21,954 25,698 

   有形固定資産合計 28,651 33,783 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 5,345 9,127 

   ソフトウエア仮勘定 945 - 

   無形固定資産合計 6,290 9,127 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 0 

   長期貸付金 650 590 

   長期未収入金 1,355,015 1,335,955 

   その他 26,519 45,545 

   貸倒引当金 △1,335,891 △1,324,306 

   投資その他の資産合計 46,292 57,784 

  固定資産合計 81,235 100,695 

 資産合計 817,811 706,984 

 



 

 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 3,025 7,680 

  短期借入金 219,680 145,420 

  未払金 39,610 34,051 

  未払法人税等 4,290 4,082 

  偶発損失引当金 9,000 - 

  その他 4,972 2,772 

  流動負債合計 280,579 194,008 

 固定負債   

  長期借入金 164,660 157,280 

  退職給付引当金 16,252 11,671 

  固定負債合計 180,912 168,951 

 負債合計 461,492 362,959 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,242,605 2,242,605 

  資本剰余金 636,561 636,561 

  利益剰余金 △2,349,564 △2,361,616 

  自己株式 △173,464 △173,525 

  株主資本合計 356,137 344,024 

 新株予約権 182 - 

 純資産合計 356,319 344,024 

負債純資産合計 817,811 706,984 

 



 

【訂正後】 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 598,841 500,434 

  売掛金 114,767 91,813 

  製品 55 - 

  貯蔵品 - 191 

  繰延税金資産 9,475 205 

  短期貸付金 1,680 120 

  その他 13,119 14,524 

  貸倒引当金 △1,361 △999 

  流動資産合計 736,576 606,289 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備 10,437 18,616 

    
減価償却累計額及び減損損失累計
額 

△3,741 △10,532 

    建物附属設備（純額） 6,696 8,084 

   工具、器具及び備品 158,676 161,495 

    
減価償却累計額及び減損損失累計
額 

△136,721 △135,796 

    工具、器具及び備品（純額） 21,954 25,698 

   有形固定資産合計 28,651 33,783 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 5,345 9,127 

   ソフトウエア仮勘定 945 - 

   無形固定資産合計 6,290 9,127 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 0 

   長期貸付金 650 590 

   長期未収入金 1,355,015 1,117,455 

   破産更生債権等 - 218,500 

   その他 26,519 45,545 

   貸倒引当金 △1,335,891 △1,324,306 

   投資その他の資産合計 46,292 57,784 

  固定資産合計 81,235 100,695 

 資産合計 817,811 706,984 

 



 

 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 3,025 7,680 

  短期借入金 219,680 145,420 

  未払金 39,610 34,051 

  未払法人税等 4,290 4,082 

  偶発損失引当金 9,000 - 

  その他 4,972 2,772 

  流動負債合計 280,579 194,008 

 固定負債   

  長期借入金 164,660 157,280 

  退職給付引当金 16,252 - 

  退職給付に係る負債 - 11,671 

  固定負債合計 180,912 168,951 

 負債合計 461,492 362,959 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,242,605 2,242,605 

  資本剰余金 636,561 636,561 

  利益剰余金 △2,349,564 △2,361,616 

  自己株式 △173,464 △173,525 

  株主資本合計 356,137 344,024 

 新株予約権 182 - 

 純資産合計 356,319 344,024 

負債純資産合計 817,811 706,984 

 



 

○10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 

【訂正前】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 617,516 484,574 

売上原価 108,266 100,651 

売上総利益 509,250 383,922 

販売費及び一般管理費   

 広告宣伝費 165,455 106,161 

 販売促進費 881 1,007 

 支払手数料 117,563 83,662 

 役員報酬 30,243 37,218 

 給料及び手当 80,821 75,908 

 地代家賃 10,912 10,262 

 退職給付引当金繰入額 4,676 1,509 

 貸倒引当金繰入額 2,656 1,618 

 その他 68,287 67,226 

 販売費及び一般管理費合計 481,498 384,577 

営業利益又は営業損失（△） 27,751 △654 

営業外収益   

 受取利息 3,051 2,498 

 為替差益 2,211 - 

 貸倒引当金戻入額 15,671 12,362 

 その他 531 1,976 

 営業外収益合計 21,466 16,838 

営業外費用   

 支払利息 10,728 9,790 

 その他 1,287 3,221 

 営業外費用合計 12,016 13,011 

経常利益 37,201 3,171 

特別利益   

 投資有価証券売却益 738 149 

 偶発損失引当金戻入額 - 9,000 

 特別利益合計 738 9,149 

特別損失   

 固定資産除売却損 369 305 

 減損損失 - 7,605 

 本社移転費用 - 5,780 

 特別損失合計 369 13,691 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

37,570 △1,370 

法人税、住民税及び事業税 1,331 1,412 

法人税等調整額 26,366 9,270 

法人税等合計 27,697 10,682 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主
損益調整前当期純損失（△） 

9,873 △12,052 

少数株主利益 - - 

当期純利益又は当期純損失（△） 9,873 △12,052 

 



 

【訂正後】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 617,516 484,574 

売上原価 108,266 100,651 

売上総利益 509,250 383,922 

販売費及び一般管理費   

 広告宣伝費 165,455 106,161 

 販売促進費 881 1,007 

 支払手数料 117,563 83,662 

 役員報酬 30,243 37,218 

 給料及び手当 80,821 75,908 

 地代家賃 10,912 10,262 

 退職給付引当金繰入額 4,676 - 

 退職給付費用 - 1,509 

 貸倒引当金繰入額 2,656 1,618 

 その他 68,287 67,226 

 販売費及び一般管理費合計 481,498 384,577 

営業利益又は営業損失（△） 27,751 △654 

営業外収益   

 受取利息 3,051 2,498 

 為替差益 2,211 - 

 貸倒引当金戻入額 15,671 12,362 

 その他 531 1,976 

 営業外収益合計 21,466 16,838 

営業外費用   

 支払利息 10,728 9,790 

 その他 1,287 3,221 

 営業外費用合計 12,016 13,011 

経常利益 37,201 3,171 

特別利益   

 投資有価証券売却益 738 149 

 偶発損失引当金戻入額 - 9,000 

 特別利益合計 738 9,149 

特別損失   

 固定資産除売却損 369 305 

 減損損失 - 7,605 

 本社移転費用 - 5,780 

 特別損失合計 369 13,691 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

37,570 △1,370 

法人税、住民税及び事業税 1,331 1,412 

法人税等調整額 26,366 9,270 

法人税等合計 27,697 10,682 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主
損益調整前当期純損失（△） 

9,873 △12,052 

少数株主利益 - - 

当期純利益又は当期純損失（△） 9,873 △12,052 

 



 

○13ページ 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３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又は税金等調整前
当期純損失（△） 

37,570 △1,370 

 減価償却費 22,201 18,617 

 のれん償却額 3,323 - 

 減損損失 - 7,605 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,260 △11,948 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,676 △4,580 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △3,675 - 

 偶発損失引当金の増減額（△は減少） - △9,000 

 長期未収入金の増減額(△は増加) 18,882 19,060 

 受取利息及び受取配当金 △3,051 △2,498 

 支払利息 10,728 9,790 

 為替差損益（△は益） △2,211 - 

 投資有価証券売却損益（△は益） △738 △149 

 固定資産除売却損益（△は益） 369 305 

 売上債権の増減額（△は増加） 61,431 22,953 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 24 △135 

 前払費用の増減額（△は増加） 1,041 △932 

 未収入金の増減額（△は増加） △300 △447 

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,127 4,655 

 未払金の増減額（△は減少） △27,779 △14,161 

 未払費用の増減額（△は減少） 353 △137 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,077 △819 

 その他 4,209 △2,224 

 小計 98,591 34,581 

 利息及び配当金の受取額 2,996 2,302 

 利息の支払額 △10,745 △11,887 

 法人税等の支払額 △1,130 △1,301 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 89,712 23,694 

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 △12,371 △16,058 

 無形固定資産の取得による支出 △4,505 △9,836 

 投資有価証券の売却による収入 88,951 150 

 敷金及び保証金の差入による支出 △3,000 △10,308 

 貸付金の回収による収入 6,110 1,620 

 定期積金の預入による支出 △6,000 △6,000 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 69,185 △40,433 

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） 1,000 △70,000 

 長期借入金の返済による支出 △36,720 △148,640 

 長期借入れによる収入 - 137,000 

 自己株式の取得による支出 △137 △60 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △35,857 △81,700 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 123,039 △98,440 

現金及び現金同等物の期首残高 306,591 429,631 

現金及び現金同等物の期末残高 429,631 331,191 



 

【訂正後】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３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又は税金等調整前
当期純損失（△） 

37,570 △1,370 

 減価償却費 22,201 18,617 

 のれん償却額 3,323 - 

 減損損失 - 7,605 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,260 △11,948 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,676 - 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △4,580 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △3,675 - 

 偶発損失引当金の増減額（△は減少） - △9,000 

 長期未収入金の増減額(△は増加) 18,882 19,060 

 受取利息及び受取配当金 △3,051 △2,498 

 支払利息 10,728 9,790 

 為替差損益（△は益） △2,211 - 

 投資有価証券売却損益（△は益） △738 △149 

 固定資産除売却損益（△は益） 369 305 

 売上債権の増減額（△は増加） 61,431 22,953 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 24 △135 

 前払費用の増減額（△は増加） 1,041 △932 

 未収入金の増減額（△は増加） △300 △447 

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,127 4,655 

 未払金の増減額（△は減少） △27,779 △14,161 

 未払費用の増減額（△は減少） 353 △137 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,077 △819 

 その他 4,209 △2,224 

 小計 98,591 34,581 

 利息及び配当金の受取額 2,996 2,302 

 利息の支払額 △10,745 △11,887 

 法人税等の支払額 △1,130 △1,301 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 89,712 23,694 

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 △12,371 △16,058 

 無形固定資産の取得による支出 △4,505 △9,836 

 投資有価証券の売却による収入 88,951 150 

 敷金及び保証金の差入による支出 △3,000 △10,308 

 貸付金の回収による収入 6,110 1,620 

 定期積金の預入による支出 △6,000 △6,000 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 69,185 △40,433 

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） 1,000 △70,000 

 長期借入金の返済による支出 △36,720 △148,640 

 長期借入れによる収入 - 137,000 

 自己株式の取得による支出 △137 △60 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △35,857 △81,700 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 123,039 △98,440 

現金及び現金同等物の期首残高 306,591 429,631 

現金及び現金同等物の期末残高 429,631 331,191 

以   上 


