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平成 31 年２月 22 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ト ラ イ ア イ ズ 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長  池 田  均 

（コード 4840 ＪＡＳＤＡＱグロース） 

問 合 せ 先 執行役員総務部長 小出 美紀 

電 話 ０ ３ （ ３ ２ ２ １ ） ０ ２ １ １ 

 

（訂正・数値データ訂正）「2018 年 12 月期 決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

平成 31 年 2 月 15 日に発表いたしました「2018 年 12 月期 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、訂正箇所については下線を付して表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 訂正の理由 
「2018 年 12 月期 決算短信[日本基準]（連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しました
ので、これを訂正いたします。 
 

２. 訂正の内容 
[該当ページ：サマリー情報 1ページ] 

【訂正前】 

１．2018 年 12 月期の連結業績（2018 年 1 月 1日～2018 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2018 年 12 月期 1,512 △14.9 △26 － △△△△58585858    － △131 － 

2017 年 12 月期 1,777 12.6 △109 － △53 － 135 － 

 

【訂正後】 

１．2018 年 12 月期の連結業績（2018 年 1 月 1日～2018 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2018 年 12 月期 1,512 △14.9 △26 － △△△△23232323    － △131 － 

2017 年 12 月期 1,777 12.6 △109 － △53 － 135 － 
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[該当ページ：サマリー情報 2ページ] 

【訂正前】 

１．2018 年 12 月期の個別業績（2018 年 1 月 1日～2018 年 12 月 31 日） 

（１）個別経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2018 年 12 月期 385 △61.8 67 △88.9 84848484    △87.5 68 △89.6 

2017 年 12 月期 1,007 148.6 614 691.9 678 － 660 － 

 

【訂正後】 

１．2018 年 12 月期の個別業績（2018 年 1 月 1日～2018 年 12 月 31 日） 

（１）連結個別成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2018 年 12 月期 385 △61.8 67 △88.9 119119119119    △△△△88882222....4444    68 △89.6 

2017 年 12 月期 1,007 148.6 614 691.9 678 － 660 － 

 

 

[該当ページ：添付資料 2ページ] 

【訂正前】 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

   （中略） 

    これらの結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は 1,512 百万円（前期比△14.9％減）と

前期より減少する結果となりました。経費の削減を継続的に努めた結果、販売費及び一般管理費は 723 百

万円（前期比△22.9％減）と前期を下回る結果となりました。しかし、売上の減少に伴う利益の喪失を補

うには至らず、前期より減少したものの、前期に引続き 26 百万円の営業損失となりました（前期は営業損失となりました（前期は営業損失となりました（前期は営業損失となりました（前期は 109109109109 百百百百

万円の営業損失。）また、デリバティブ評価損失等の計上により、経常損失は万円の営業損失。）また、デリバティブ評価損失等の計上により、経常損失は万円の営業損失。）また、デリバティブ評価損失等の計上により、経常損失は万円の営業損失。）また、デリバティブ評価損失等の計上により、経常損失は 58585858 百万円（前期は百万円（前期は百万円（前期は百万円（前期は 53535353 百万円百万円百万円百万円

の経常損失）となりました。の経常損失）となりました。の経常損失）となりました。の経常損失）となりました。当連結会計年度においてはグループ子会社の本店移転を行い、不採算となっ

ている事業拠点の整理統合を進め、当該移転・整理統合に係る特別損失を計上したほか、グループ子会社

の保有している有形固定資産について減損損失を計上いたしました。このこのこのこの結果、税金等調整前当期純損失

は 77 百万円（前期は 178 百万円の税金等調整前当期純利益）、親会社株主に帰属する当期純損失は 131 百

万円（前期は 135 百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）と前連結会計年度と異なり、純損失を計上

する結果となりました。 

    当連結会計年度におけるセグメント別の取組みと業績につきましては次のとおりであります。 

 

【訂正後】 

   （中略） 

    これらの結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は 1,512 百万円（前期比△14.9％減）と

前期より減少する結果となりました。経費の削減を継続的に努めた結果、販売費及び一般管理費は 723 百

万円（前期比△22.9％減）と前期を下回る結果となりました。しかし、売上の減少に伴う利益の喪失を補

うには至らず、前期より減少したものの、前期に引続き 26 百万円の営業損失（前期は営業損失（前期は営業損失（前期は営業損失（前期は 109109109109 百万円の営業損百万円の営業損百万円の営業損百万円の営業損

失。）失。）失。）失。）、、、、23232323 百万円の経常損失（前期は百万円の経常損失（前期は百万円の経常損失（前期は百万円の経常損失（前期は 53535353 百万円の経常損失）となりました。百万円の経常損失）となりました。百万円の経常損失）となりました。百万円の経常損失）となりました。当連結会計年度においてはグル

ープ子会社の本店移転を行い、不採算となっている事業拠点の整理統合を進め、当該移転・整理統合に係

る特別損失を計上したほか、グループ子会社の保有している有形固定資産について減損損失を計上いたし

ました。このほこのほこのほこのほか、当連結会計年度に償還された金融商品に係る償還損失を特別損失として計上いたしまか、当連結会計年度に償還された金融商品に係る償還損失を特別損失として計上いたしまか、当連結会計年度に償還された金融商品に係る償還損失を特別損失として計上いたしまか、当連結会計年度に償還された金融商品に係る償還損失を特別損失として計上いたしま

した。これらのした。これらのした。これらのした。これらの結果、税金等調整前当期純損失は 77 百万円（前期は 178 百万円の税金等調整前当期純利

益）、親会社株主に帰属する当期純損失は 131 百万円（前期は 135 百万円の親会社株主に帰属する当期純利

益）と前連結会計年度と異なり、純損失を計上する結果となりました。 

    当連結会計年度におけるセグメント別の取組みと業績につきましては次のとおりであります。 
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[該当ページ：添付資料 P.7] 

２．企業集団の状況 

（２）関係会社の状況 

【訂正前】 

名称 住所 
資本金 

(百万円) 
主要な事業の内容 

議決権の所有

割合又は被所

有割合(％) 

関係内容 

（連結子会社）           

TRIIS INTERNATIONAL AMERICA 

INC（注）1 
米国ハワイ州 

２千万 

ドル 
投資事業 100.00 役員の兼任あり。 

KIP LLC 米国ハワイ州 １千ドル 投資事業 100.00   

CLATHAS LLC 米国ハワイ州 １千ドル 投資事業 100.00   

拓莉司国際有限公司 台湾台北市 
35 百万 

台湾ドル 

ファッションブラン

ド 
100.00 役員の兼任あり。 

㈱トライアイズビジネスサー

ビス 
東京都北区 50 シェアードサービス 100.00 役員の兼任あり。 

濱野皮革工藝㈱ （注）１．２ 東京都北区 315 
ファッションブラン

ド 
100.00 役員の兼任あり。 

㈱クレアリア （注）１．２ 東京都北区 100 建設コンサルタント 100.00 役員の兼任あり。 

 

【訂正後】 

名称 住所 
資本金 

(百万円) 
主要な事業の内容 

議決権の所有

割合又は被所

有割合(％) 

関係内容 

（連結子会社）           

TRIIS INTERNATIONAL AMERICA 

INC（注）1 
米国ハワイ州 

２千万 

ドル 
投資事業 100.00 

役員の兼任あ

り。 

KIP LLC 米国ハワイ州 １千ドル 投資事業 100.00   

CLATHAS LLC 米国ハワイ州 １千ドル 投資事業 100.00   

拓莉司国際有限公司 台湾台北市 
35 百万 

台湾ドル 

ファッションブラン

ド 
100.00 

役員の兼任あ

り。 

㈱トライアイズビジネスサー

ビス 
東京都千代田区千代田区千代田区千代田区 50 シェアードサービス 100.00 

役員の兼任あ

り。 

濱野皮革工藝㈱ （注）１．２ 東京都千代田区千代田区千代田区千代田区 315 
ファッションブラン

ド 
100.00 

役員の兼任あ

り。 

㈱クレアリア （注）１．２ 東京都千代田区千代田区千代田区千代田区 100 建設コンサルタント 100.00 
役員の兼任あ

り。 
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[該当ページ：添付資料 P.11] 

【訂正前】 

４．連結財務諸表及び主な注記 

（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） 

 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度
(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

売上高 1,777,412 1,512,338

売上原価 947,711 814,528

売上総利益 829,701 697,809

販売費及び一般管理費 939,413 723,905

営業損失（△） △109,712 △26,095

営業外収益

受取利息 20,212 23,447

デリバティブ評価益 18,068 －

投資有価証券清算分配金 10,021 11,220

未払配当金除斥益 6,110 4,644

その他 19,751 5,619

営業外収益合計 74,163 44,933

営業外費用

支払利息 6,986 38,626

デリバティブ評価損デリバティブ評価損デリバティブ評価損デリバティブ評価損 －－－－ 34,76234,76234,76234,762

支払手数料 1,072 504

その他 9,657 3,231

営業外費用合計 17,716 77,12477,12477,12477,124

経常損失（△） △53,265 △58,287△58,287△58,287△58,287

特別利益

固定資産売却益 248,891 9,014

有価証券償還益有価証券償還益有価証券償還益有価証券償還益 －－－－ 10,79310,79310,79310,793

新株予約権戻入益 － 2,803

特別利益合計 248,891 22,61022,61022,61022,610

特別損失

固定資産除却損 8,621 1,864

減損損失 8,696 9,661

店舗閉鎖損失 － 12,740

本社移転費用 － 17,272

特別損失合計 17,317 41,53941,53941,53941,539

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

178,309 △77,215

法人税、住民税及び事業税 100,548 33,729

法人税等調整額 △57,450 20,134

法人税等合計 43,097 53,863

当期純利益又は当期純損失（△） 135,211 △131,079

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株
主に帰属する当期純損失（△）

135,211 △131,079
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【訂正後】 

４．連結財務諸表及び主な注記 

（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） 

 
 

  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度
(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

売上高 1,777,412 1,512,338

売上原価 947,711 814,528

売上総利益 829,701 697,809

販売費及び一般管理費 939,413 723,905

営業損失（△） △109,712 △26,095

営業外収益

受取利息 20,212 23,447

デリバティブ評価益 18,068 －

投資有価証券清算分配金 10,021 11,220

未払配当金除斥益 6,110 4,644

その他 19,751 5,619

営業外収益合計 74,163 44,933

営業外費用

支払利息 6,986 38,626

支払手数料 1,072 504

その他 9,657 3,231

営業外費用合計 17,716 42,36242,36242,36242,362

経常損失（△） △53,265 △23,524△23,524△23,524△23,524

特別利益

固定資産売却益 248,891 9,014

新株予約権戻入益 － 2,803

特別利益合計 248,891 11,817

特別損失

固定資産除却損 8,621 1,864

減損損失 8,696 9,661

店舗閉鎖損失 － 12,740

本社移転費用 － 17,272

有価証券償還損有価証券償還損有価証券償還損有価証券償還損 －－－－ 23,96923,96923,96923,969

特別損失合計 17,317 65,50865,50865,50865,508

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

178,309 △77,215

法人税、住民税及び事業税 100,548 33,729

法人税等調整額 △57,450 20,134

法人税等合計 43,097 53,863

当期純利益又は当期純損失（△） 135,211 △131,079

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株
主に帰属する当期純損失（△）

135,211 △131,079
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[該当ページ：添付資料 P.15] 

【訂正前】 

４．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 
 

  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度
(自　2018年１月１日

　至　2018年12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（△）

178,309 △77,215

減価償却費 54,993 66,045

減損損失 8,696 9,661

のれん償却額 141,372 33,461

株式報酬費用 16,614 42,822

固定資産売却損益（△は益） △248,891 △9,014

固定資産除却損 8,627 1,864

貸倒引当金の増減額（△は減少） 407 △608

店舗閉鎖損失 － 3,948

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,709 △2,043

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,297 △582

受取利息及び受取配当金 △20,212 △23,447

支払利息 6,986 38,626

デリバティブ評価損益（△は益） △18,068 34,76234,76234,76234,762

投資有価証券清算分配金 △10,021 △11,220

為替差損益（△は益） 25 25

売上債権の増減額（△は増加） △13,130 100,150

破産更生債権等の増減額（△は増加） 600 600

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,359 △5,913

未収入金の増減額（△は増加） 8,610 △3,311

仕入債務の増減額（△は減少） 27,111 △61,068

前受金の増減額（△は減少） 31,823 34,156

未払金の増減額（△は減少） △1,854 △20,061

その他 72,696 △196,555△196,555△196,555△196,555

小計 276,049 △44,918

利息及び配当金の受取額 20,219 23,325

利息の支払額 △6,986 △38,626

法人税等の還付額 11,923 123,581

法人税等の支払額 △165,394 △130,519

営業活動によるキャッシュ・フロー 135,811 △67,157
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【訂正後】 

４．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度
(自　2018年１月１日

　至　2018年12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（△）

178,309 △77,215

減価償却費 54,993 66,045

減損損失 8,696 9,661

のれん償却額 141,372 33,461

株式報酬費用 16,614 42,822

固定資産売却損益（△は益） △248,891 △9,014

固定資産除却損 8,627 1,864

貸倒引当金の増減額（△は減少） 407 △608

店舗閉鎖損失 － 3,948

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,709 △2,043

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,297 △582

受取利息及び受取配当金 △20,212 △23,447

支払利息 6,986 38,626

デリバティブ評価損益（△は益） △18,068 －－－－

有価証券償還損益（△は益）有価証券償還損益（△は益）有価証券償還損益（△は益）有価証券償還損益（△は益） －－－－ 23,96923,96923,96923,969

投資有価証券清算分配金 △10,021 △11,220

為替差損益（△は益） 25 25

売上債権の増減額（△は増加） △13,130 100,150

破産更生債権等の増減額（△は増加） 600 600

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,359 △5,913

未収入金の増減額（△は増加） 8,610 △3,311

仕入債務の増減額（△は減少） 27,111 △61,068

前受金の増減額（△は減少） 31,823 34,156

未払金の増減額（△は減少） △1,854 △20,061

その他 72,696 △185,761△185,761△185,761△185,761

小計 276,049 △44,918

利息及び配当金の受取額 20,219 23,325

利息の支払額 △6,986 △38,626

法人税等の還付額 11,923 123,581

法人税等の支払額 △165,394 △130,519

営業活動によるキャッシュ・フロー 135,811 △67,157
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[該当ページ：添付資料 P.25] 

【訂正前】 

５．個別財務諸表及び主な注記 

（２）損益計算書 

 
  

(単位：千円)

前事業年度
(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当事業年度
(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業収益 1,007,842 385,184

売上総利益 1,007,842 385,184

一般管理費 393,741 317,315

営業利益 614,100 67,869

営業外収益

受取利息 634 425

デリバティブ評価益 18,068 －

有価証券利息 19,273 17,897

投資有価証券清算分配金 10,021 11,220

不動産賃貸料 25,680 25,680

その他 9,632 6,630

営業外収益合計 83,310 61,854

営業外費用

支払利息 10,824 7,019

たな卸資産処分損 3,293 －

不動産賃貸原価 2,666 2,583

支払手数料 1,072 504

デリバティブ評価損デリバティブ評価損デリバティブ評価損デリバティブ評価損 －－－－ 34,76234,76234,76234,762

為替差損 － 48

その他 1,252 -

営業外費用合計 19,109 44,91844,91844,91844,918

経常利益又は経常損失（△） 678,302 84,805

特別利益

有価証券償還益有価証券償還益有価証券償還益有価証券償還益 －－－－ 10,79310,79310,79310,793

新株予約権戻入益 － 2,803

特別利益合計 － 13,59613,59613,59613,596

特別損失

固定資産除却損 － 84

店舗閉鎖損失 － 10,567

特別損失合計 － 10,65110,65110,65110,651

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 678,302 87,750

法人税、住民税及び事業税 18,478 19,486

法人税等調整額 △1,123 △674

法人税等合計 17,354 18,812

当期純利益又は当期純損失（△） 660,947 68,937
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【訂正後】 

５．個別財務諸表及び主な注記 

（２）損益計算書 

 
 

以上 

(単位：千円)

前事業年度
(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当事業年度
(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業収益 1,007,842 385,184

売上総利益 1,007,842 385,184

一般管理費 393,741 317,315

営業利益 614,100 67,869

営業外収益

受取利息 634 425

デリバティブ評価益 18,068 －

有価証券利息 19,273 17,897

投資有価証券清算分配金 10,021 11,220

不動産賃貸料 25,680 25,680

その他 9,632 6,630

営業外収益合計 83,310 61,854

営業外費用

支払利息 10,824 7,019

たな卸資産処分損 3,293 －

不動産賃貸原価 2,666 2,583

支払手数料 1,072 504

為替差損 － 48

その他 1,252 -

営業外費用合計 19,109 10,15510,15510,15510,155

経常利益又は経常損失（△） 678,302 119,568

特別利益

新株予約権戻入益 － 2,803

特別利益合計 － 2,8032,8032,8032,803

特別損失

固定資産除却損 － 84

店舗閉鎖損失 － 10,567

有価証券償還損有価証券償還損有価証券償還損有価証券償還損 －－－－ 23,96923,96923,96923,969

特別損失合計 － 34,62034,62034,62034,620

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 678,302 87,750

法人税、住民税及び事業税 18,478 19,486

法人税等調整額 △1,123 △674

法人税等合計 17,354 18,812

当期純利益又は当期純損失（△） 660,947 68,937


