
 
平成 24 年 11 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 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 3356） 

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 25 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 
一部訂正について 

 

平成 24 年 10 月 30 日に公表いたしました「平成 25 年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（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、訂正箇所は下線を付しております。 
 

記 
 
●訂正の理由 
平成 25 年３月期 第２四半期決算短信発表後の四半期報告書の作成過程におきまして、当社の保有する

投資有価証券の評価に誤りがあることが判明いたしましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただ

くものであります。 
 
サマリー情報 

１．平成 25 年３月期第２四半期の連結業績（平成 24 年４月１日～平成 24 年９月 30 日） 

（１）連結経営成績（累計） 
（訂正前） 

 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２四半期 1,347 ― 10 ― ４ ― △33 ―

24 年３月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

 

 
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２四半期 △216 15 ―

24 年３月期第２四半期 ― ―

 



 

（訂正後） 

 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２四半期 1,347 ― 10 ― ４ ― △47 ―

24 年３月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

 

 

 
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２四半期 △307 92 ―

24 年３月期第２四半期 ― ―

 

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 

（訂正前） 
しかしながら、収益構造の改善をおこなうためにテレコム部門の販売体制を転換し、通信事業者・データセンタ向けフロー

ルータ商品の販売・保守事業から撤退することに伴い、商品廃棄損 41 百万円を特別損失として計上いたしました。これによ

り四半期純損失は 33 百万円となりました。 

 
（訂正後） 
しかしながら、収益構造の改善をおこなうためにテレコム部門の販売体制を転換し、通信事業者・データセンタ向けフロー

ルータ商品の販売・保守事業から撤退することに伴い、商品廃棄損 41 百万円を特別損失として計上いたしました。また、当

社の保有する投資有価証券の評価損 14 百万円を計上したことから四半期純損失は 47 百万円となりました。 

 

１．当四半期決算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 

①資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 
当第２四半期累計期間末の純資産は 1,131 百万円となりました。主な内訳としましては、資本金が 1,182 百万円、利益剰余

金が△386 百万円であります。 

 
（訂正後） 
当第２四半期累計期間末の純資産は 1,131 百万円となりました。主な内訳としましては、資本金が 1,182 百万円、利益剰余

金が△400 百万円であります。 

 

１．当四半期決算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 

②キャッシュ・フローの状況 
（訂正前） 
営業活動の結果支出した資金は、38 百万円であります。これは税金等調整前四半期純損失 31 百万円を計上し、売上債権が

80 百万円増加、たな卸資産が 31 百万円減少、減価償却費 39 百万円を計上したこと等があったためであります。 

 
（訂正後） 
営業活動の結果支出した資金は、38 百万円であります。これは税金等調整前四半期純損失 45 百万円を計上し、売上債権が

80 百万円増加、たな卸資産が 31 百万円減少、減価償却費 39 百万円を計上したこと等があったためであります。 



 

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） 

 当第２四半期連結会計期間 

（平成 24 年９月 30 日） 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,182,604 

資本剰余金 630,370 

利益剰余金 △386,853 

自己株式 △280,637 

株主資本合計 1,145,483 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △13,991 

為替換算調整勘定 11 

その他の包括利益累計額合計 △13,979 

純資産合計 1,131,504 

負債純資産合計 2,816,668 

 

（訂正後） 

 （単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間 

（平成 24 年９月 30 日） 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,182,604 

資本剰余金 630,370 

利益剰余金 △400,968 

自己株式 △280,637 

株主資本合計 1,131,368 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 124 

為替換算調整勘定 11 

その他の包括利益累計額合計 135 

純資産合計 1,131,504 

負債純資産合計 2,816,668 

 



 

３．四半期連結財務諸表 

（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） 

（第２四半期連結累計期間） 
（訂正前） 

 （単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成 24 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

特別損失  

商品廃棄損 41,904 

特別損失合計 41,904 

税金等調整前四半期純損失（△） △31,422 

法人税、住民税及び事業税 1,890 

法人税等調整額 △68 

法人税等合計 1,821 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △33,243 

四半期純損失 △33,243 

 

（訂正後） 
 （単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成 24 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

特別損失  

投資有価証券評価損 14,115 

商品廃棄損 41,904 

特別損失合計 56,019 

税金等調整前四半期純損失（△） △45,537 

法人税、住民税及び事業税 1,890 

法人税等調整額 △68 

法人税等合計 1,821 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,358 

四半期純損失 △47,358 

 



 

３．四半期連結財務諸表 

（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 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（訂正前） 
 （単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成 24 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △33,243 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △5,180 

為替換算調整勘定 11 

その他の包括利益合計 △5,168 

四半期包括利益 △38,412 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △38,412 

少数株主に係る四半期包括利益 ― 

 

（訂正後） 
 （単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成 24 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,358 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 8,934 

為替換算調整勘定 11 

その他の包括利益合計 8,946 

四半期包括利益 △38,412 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △38,412 

少数株主に係る四半期包括利益 ― 

 



 

３．四半期連結財務諸表 

（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 
 （単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成 24 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △31,422 

減価償却費 39,081 

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,987 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 902 

受取利息及び受取配当金 △1,162 

支払利息 8,390 

売上債権の増減額（△は増加） △80,803 

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,556 

仕入債務の増減額（△は減少） △11,956 

投資有価証券売却損益（△は益） △5,682 

その他 32,885 

小計 △27,198 

 

（訂正後） 
 （単位：千円） 

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成 24 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △45,537 

減価償却費 39,081 

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,987 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 902 

受取利息及び受取配当金 △1,162 

支払利息 8,390 

売上債権の増減額（△は増加） △80,803 

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,556 

仕入債務の増減額（△は減少） △11,956 

投資有価証券売却損益（△は益） △5,682 

投資有価証券評価損益（△は益） 14,115 

その他 32,885 

小計 △27,198 

 

以 上 


