
 
平成 29 年２月 13 日 

各      位 

会  社  名  株式会社テリロジー 

代 表 者 名 代表取締役社長 津吹 憲男 

（コード番号 3356  東証 JASDAQ市場） 

問 合 せ 先 

役職・氏名 取締役副社長 阿部 昭彦 

電 話 ０３－３２３７－３２９１ 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 
「平成 29 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 29 年１月 31 日に公表いたしました「平成 29 年３月期 第３四半期決算短信〔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、下記のとお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も送信いたします。 

なお、訂正箇所には、下線＿を付して表示しております。 

 
記 
 

１. 訂正理由 
「平成 29 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の記載内容に誤りがありました

ので、訂正を行うものであります。 

 
２. 訂正箇所 
＜サマリー情報＞ 

１．平成 29 年３月期第３四半期の業績（平成 28 年４月１日～平成 28 年 12 月 31 日） 

（2）財政状態 

 （訂正前） 

 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

29 年３月期第３四半期 2,152 560 26.0 36.41

28 年３月期 2,455 699 28.5 45.47

（参考）自己資本   29 年３月期第３四半期 560 百万円   28 年３月期 699 百万円 

 

 （訂正後） 

 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

29 年３月期第３四半期 2,152 535 24.9 34.83

28 年３月期 2,455 699 28.5 45.47

（参考）自己資本   29 年３月期第３四半期 535 百万円   28 年３月期 699 百万円 

  



１．当四半期決算に関する定性的情報 

（2）財政状態に関する説明 

（訂正前） 

（負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債は 1,539 百万円となり、前事業年度末に比べ 137 百

万円減少いたしました。これは主に短期借入金が 170 百万円、買掛金が 21 百万円減少したことに

よるものであります。固定負債は 52 百万円となり、前事業年度末に比べ 26 百万円減少いたしま

した。これは主にリース債務が 26 百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、1,592 百万円となり、前事業年度末に比べ 163 百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産合計は 560 百万円となり、前事業年度末に比べ 139 百万円減

少いたしました。これは主に利益剰余金が 222 百万円減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、26.0％（前事業年度末は 28.5％）となりました。 

 

（訂正後） 

当第３四半期会計期間末における流動負債は 1,559 百万円となり、前事業年度末に比べ 117 百

万円減少いたしました。これは主に短期借入金が 170 百万円、買掛金が 21 百万円減少したことに

よるものであります。固定負債は 57 百万円となり、前事業年度末に比べ 21 百万円減少いたしま

した。これは主にリース債務が 26 百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、1,616 百万円となり、前事業年度末に比べ 138 百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産合計は 535 百万円となり、前事業年度末に比べ 163 百万円減

少いたしました。これは主に利益剰余金が 222 百万円減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は、24.9％（前事業年度末は 28.5％）となりました。 

 

３．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

（訂正前） 

  （単位：千円）

 前事業年度 

（平成 28 年３月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（平成 28 年 12 月 31 日） 

負債の部  

流動負債  

買掛金 106,410 84,430

短期借入金 928,071 758,000

前受金 527,401 599,617

賞与引当金 9,519 6,625

その他 105,420 91,009

流動負債合計 1,676,821 1,539,681

固定負債  

資産除去債務 10,896 10,896

その他 67,993 41,840

固定負債合計 78,890 52,736

負債合計 1,755,711 1,592,418

 

  



  （単位：千円）

 前事業年度 

（平成 28 年３月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（平成 28 年 12 月 31 日） 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金 630,370 630,370

利益剰余金 △823,307 △1,046,080

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 709,029 486,256

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △9,676 △5,172

繰延ヘッジ損益 － 78,945

評価・換算差額等合計 △9,676 73,772

純資産合計 699,353 560,029

負債純資産合計 2,455,065 2,152,448

 

（訂正後） 

  （単位：千円）

 前事業年度 

（平成 28 年３月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（平成 28 年 12 月 31 日） 

負債の部  

流動負債  

買掛金 106,410 84,430

短期借入金 928,071 758,000

前受金 527,401 599,617

賞与引当金 9,519 6,625

その他 105,420 110,699

流動負債合計 1,676,821 1,559,372

固定負債  

資産除去債務 10,896 10,896

その他 67,993 46,497

固定負債合計 78,890 57,394

負債合計 1,755,711 1,616,766

 

  （単位：千円）

 前事業年度 

（平成 28 年３月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（平成 28 年 12 月 31 日） 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金 630,370 630,370

利益剰余金 △823,307 △1,046,080

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 709,029 486,256



評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △9,676 △5,172

繰延ヘッジ損益 － 54,597

評価・換算差額等合計 △9,676 49,424

純資産合計 699,353 535,681

負債純資産合計 2,455,065 2,152,448

 

以 上 


