
 
平成 28 年２月 29 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）当社従業員による不正行為に関する社内リスク管理委員会の中間報告について 

 
当社は、平成 28 年２月 12 日に公表いたしました「当社従業員による不正行為に関する社内リスク管理

委員会の中間報告について」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。 
なお、訂正箇所には、下線＿を付して表示しております。 

 
記 

 
（訂正前） 

                                        （単位：千円） 

期間 項目 開示額 
各当該年度に影
響を織り込んだ
場合の修正額 

差異 

平成 25 年３月期 売上高 2,638,099 2,638,099 0
売上原価 1,788,286 1,784,209 △4,077
売上総利益 849,812 853,890 4,078
販売費及び一般管理費 839,749 844,030 4,281
営業利益 10,063 9,860 △203
経常損失（△） △5,171 △5,374 △203
当期純損失（△） △93,232 △93,435 △203

平成 26 年３月期 売上高 2,560,575 2,560,575 0
売上原価 1,868,080 1,863,329 △4,751
売上総利益 692,495 697,246 4,751
販売費及び一般管理費 814,097 819,086 4,989
営業損失（△） △121,602 △121,840 △238
経常損失（△） △153,269 △153,507 △238
当期純損失（△） △147,412 △147650 △238

平成 27 年３月期 売上高 2,804,060 2,804,060 0
売上原価 2,226,846 2,223,639 △3,207
売上総利益 577,214 580,421 3,207
販売費及び一般管理費 789,583 793,046 3,463
営業損失（△） △212,368 △212,625 △257
経常損失（△） △207,908 △208,165 △257
当期純損失（△） △211,599 △211,856 △257

平成 28 年３月期
第１四半期 

売上高 567,556 567,556 0
売上原価 395,162 394,162 △1,000
売上総利益 172,394 173,394 1,000
販売費及び一般管理費 168,922 170,002 1,080
営業利益 3,472 3,392 △80
経常利益 1,066 986 △80
四半期純利益 1,063 983 △80



（訂正後） 
（単位：千円） 

期間 項目 開示額 
各当該年度に影
響を織り込んだ
場合の修正額 

差異 

平成 25 年３月期 売上高 2,638,099 2,638,099 0
売上原価 1,788,286 1,784,209 △4,077
売上総利益 849,812 853,890 4,077
販売費及び一般管理費 839,749 844,030 4,281
営業利益 10,063 9,860 △203
経常損失（△） △5,171 △5,374 △203
当期純損失（△） △93,232 △93,435 △203

平成 26 年３月期 売上高 2,560,575 2,560,575 0
売上原価 1,868,080 1,863,329 △4,751
売上総利益 692,495 697,246 4,751
販売費及び一般管理費 814,097 819,086 4,989
営業損失（△） △121,602 △121,840 △238
経常損失（△） △153,269 △153,507 △238
当期純損失（△） △147,412 △147,650 △238

平成 27 年３月期 売上高 2,804,060 2,804,060 0
売上原価 2,226,846 2,223,639 △3,207
売上総利益 577,214 580,421 3,207
販売費及び一般管理費 789,583 793,046 3,463
営業損失（△） △212,368 △212,625 △257
経常損失（△） △207,908 △208,165 △257
当期純損失（△） △211,599 △211,856 △257

平成 28 年３月期
第１四半期 

売上高 567,556 567,556 0
売上原価 396,363 395,363 △1,000
売上総利益 171,193 172,193 1,000
販売費及び一般管理費 168,922 170,002 1,080
営業利益 2,271 2,191 △80
経常利益 △133 △213 △80
四半期純利益 △136 △216 △80

 
以 上 


