
 1

 
平成 18 年 6月 9 日 

 
各 位 
 

会 社 名 シンクレイヤ株式会社 

(ジャスダック コード番号:1724) 

(URL http://www.synclayer.co.jp) 

代表者の役職名 代表取締役社長  山 口 正 裕 

問 い 合 わ せ 先 取締役経営企画室長 山 田 修 

電 話 番 号 050(2000)8885（IP 電話） 
052(242)7875（NTT 電話） 

 

 
(訂正)平成 18 年 3 月期 決算短信（連結）及び個別財務諸表の概要の一部訂正について 

 

平成 18 年 5 月 19 日発表の「平成 18 年 3 月期 決算短信（連結）」及び「平成 18 年 3 月期 個別財

務諸表の概要」の記載事項に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所については各々下線  を付して表示しております。 

 

記 

 

訂正箇所 

１．18 年３月期の連結業績（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

(1) 連結経営成績（1ページ） 

＜訂正前＞ 

（記載金額は百万円未満を切捨て表示） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円   ％

9,531 （△4.3）

9,960（△12.0）

百万円   ％

△2（  － ）

216（  － ）

百万円   ％

△91（  － ）

145（  － ）
 
 

当期純利益 
1 株当たり

当期純利益

潜在株式調整後 

1 株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率

売上高 

経常利益率

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円   ％ 

△72（  － ） 

86（  － ） 

円 銭

△18.09

21.49

円 銭

－

－

％ 

△2.9 

3.5 

％

△0.8

1.3

％

△1.0

1.5

 
＜訂正後＞ 

（記載金額は百万円未満を切捨て表示） 
 売上高 営業利益 経常利益 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円   ％

9,531 （△4.3）

9,960（△12.0）

百万円   ％

△2（  － ）

216（  － ）

百万円   ％

△91（  － ）

145（  － ）
 
 

当期純利益 
1 株当たり

当期純利益

潜在株式調整後 

1 株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率

売上高 

経常利益率

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円   ％ 

△72（  － ） 

86（  － ） 

円 銭

△18.58

21.49

円 銭

－

－

％ 

△2.9 

3.5 

％

△0.8

1.3

％

△1.0

1.5

 



 2

(2) 連結財政状態（1ページ） 

＜訂正前＞ 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円 

11,113 

11,015 

百万円

2,545

2,551

％ 

22.9 

23.2 

円  銭

631.32

632.73

 

＜訂正後＞ 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円 

11,113 

11,015 

百万円

2,545

2,551

％ 

22.9 

23.2 

円  銭

630.82

632.73

 
４．連結財務諸表等 
(2)連結損益計算書（14 ページ） 

＜訂正前＞ 

  
前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 
至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

 Ⅶ 特別損失         

  １ 固定資産売却損 ※３ 0   0   

  ２ 固定資産除却損 ※４ 29   25   

  ３ 減損損失      ―   7   

  ４ 投資有価証券評価損    22   3   

 
＜訂正後＞ 

    
前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 
至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

 Ⅶ 特別損失          

  １ 固定資産売却損 ※３ 0   0   

  ２ 固定資産除却損 ※４ 29   25   

  ３ 減損損失  ※６  ―   7   

  ４ 投資有価証券評価損    22   3   
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注記事項 

（連結損益計算書関係）(26 ページ) 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 
至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

給与手当 1,054 百万円

賞与 79 百万円

賞与引当金繰入額 5 百万円

退職給付費用 100 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2 百万円

法定福利費 157 百万円

減価償却費 78 百万円

支払賃借料 166 百万円 

給与手当 890 百万円

賞与 161 百万円

賞与引当金繰入額 71 百万円

退職給付費用 2 百万円

法定福利費 146 百万円

減価償却費 62 百万円

支払賃借料 128 百万円 

 ※２ 固定資産売却益の内訳  ※２ 固定資産売却益の内訳 

 ――――― 
機械装置及び運搬具 0 百万円 

その他（工具器具備品） 0 百万円 

無形固定資産 0 百万円 

合計  0 百万円  

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

機械装置及び運搬具 0 百万円

その他（工具器具備品） 0 百万円

合計 0 百万円 

機械装置及び運搬具 0 百万円

合計 0 百万円 

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 10 百万円

機械装置及び運搬具 0 百万円

その他（工具器具備品） 13 百万円

解体撤去費用 5 百万円

合計 29 百万円 

建物及び構築物 0 百万円

機械装置及び運搬具 0 百万円

その他（工具器具備品） 20 百万円

無形固定資産 4 百万円

合計 25 百万円 

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 246 百万

円であります。   

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 240 百万

円であります。  
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＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 
至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

給与手当 1,054 百万円

賞与 79 百万円

賞与引当金繰入額 5 百万円

退職給付費用 100 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2 百万円

法定福利費 157 百万円

減価償却費 78 百万円

支払賃借料 166 百万円 

給与手当 890 百万円

賞与 161 百万円

賞与引当金繰入額 71 百万円

退職給付費用 2 百万円

法定福利費 146 百万円

減価償却費 62 百万円

支払賃借料 128 百万円 

 ※２  ※２ 固定資産売却益の内訳 

 ――――― 
機械装置及び運搬具 0 百万円 

その他（工具器具備品） 0 百万円 

無形固定資産（電話加入権） 0百万円 

合計  0 百万円  

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

機械装置及び運搬具 0 百万円

その他（工具器具備品） 0 百万円

合計 0 百万円 

機械装置及び運搬具 0 百万円

合計 0 百万円 

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 10 百万円

機械装置及び運搬具 0 百万円

その他（工具器具備品） 13 百万円

解体撤去費用 5 百万円

合計 29 百万円 

建物及び構築物 0 百万円

機械装置及び運搬具 0 百万円

その他（工具器具備品） 20 百万円

無形固定資産（ソフトウェア

等） 

4 百万円

合計 25 百万円 

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 246 百万

円であります。   

※５ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 240 百万

円であります。  

※６ ※６ 減損損失  

 ―――――     当連結会計年度において、当社グループは以下の 

資産グループについて減損損失を計上しました。 

場 所 用 途 種 類 

岐阜県土岐市 
遊休地 

（当初社宅用地

として取得） 

土 地 

    当社グループは、事業用資産については継続的に収

支の把握を行っている管理会計上の区分に基づき、ま

た、遊休資産等については個別物件単位にグルーピン

グを行っております。 

 遊休資産（土地）については、地価が帳簿価額に対

して著しく下落しており、今後の使用見込みがなく、

回収可能性が認められないため、当連結会計年度にお

いて、帳簿価額を備忘価額まで減額し当該減少額を減

損損失（7百万円）として特別損失に計上しておりま

す。 
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⑤（税効果会計関係）(32 ページ) 

＜訂正前＞ 

前連結会計年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）  

親睦会費積立金否認額 12 百万円

たな卸資産評価損否認額 84 百万円

退職給付引当金 422 百万円

役員退職慰労引当金 50 百万円

試験研究費控除税額 21 百万円

外国税額控除 13 百万円

繰越欠損金 44 百万円

投資有価証券評価損否認額 15 百万円

その他 31 百万円

繰延税金資産小計 696 百万円

評価性引当額 △24 百万円

繰延税金資産合計 672 百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 2 百万円

その他有価証券評価差額金 55 百万円

繰延税金負債合計 57 百万円

繰延税金資産の純額 614 百万円

 

（繰延税金資産）  

親睦会費積立金否認額 13 百万円

たな卸資産評価損否認額 44 百万円

賞与引当金   45 百万円

退職給付引当金 400 百万円

役員退職慰労引当金 26 百万円

試験研究費控除税額 24 百万円

外国税額控除 16 百万円

繰越欠損金 122 百万円

投資有価証券評価損否認額 16 百万円

その他 24 百万円

繰延税金資産小計 735 百万円

評価性引当額 55 百万円

繰延税金資産合計 680 百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 1 百万円

その他有価証券評価差額金 91 百万円

繰延税金負債合計 92 百万円

繰延税金資産の純額 587 百万円

 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 181 百万円

固定資産－繰延税金資産 432 百万円 

流動資産－繰延税金資産 181 百万円

固定資産－繰延税金資産 405 百万円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項 

目 
2.8％

住民税均等割等 2.8％

税額控除 4.2％

海外連結子会社の課税対象留保金額 △1.1％

海外連結子会社の税率差異 △1.5％

受取配当金益金不算入 △2.0％

連結上消去された海外子会社からの受

取配当金 
3.2％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.8％

 

    当連結会計年度については、当期純損失を計上して 

    いるため記載を省略しております。  
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＜訂正後＞ 

前連結会計年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産）  

親睦会費積立金否認額 12 百万円

たな卸資産評価損否認額 84 百万円

退職給付引当金 422 百万円

役員退職慰労引当金 50 百万円

試験研究費控除税額 21 百万円

外国税額控除 13 百万円

繰越欠損金 44 百万円

投資有価証券評価損否認額 15 百万円

その他 31 百万円

繰延税金資産小計 696 百万円

評価性引当額 △24 百万円

繰延税金資産合計 672 百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 2 百万円

その他有価証券評価差額金 55 百万円

繰延税金負債合計 57 百万円

繰延税金資産の純額 614 百万円

 

（繰延税金資産）  

親睦会費積立金否認額 13 百万円

たな卸資産評価損否認額 44 百万円

賞与引当金   45 百万円

退職給付引当金 400 百万円

役員退職慰労引当金 26 百万円

試験研究費控除税額 24 百万円

外国税額控除 16 百万円

繰越欠損金 122 百万円

投資有価証券評価損否認額 16 百万円

その他 24 百万円

繰延税金資産小計 735 百万円

評価性引当額 △55 百万円

繰延税金資産合計 680 百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 1 百万円

その他有価証券評価差額金 91 百万円

繰延税金負債合計 92 百万円

繰延税金資産の純額 587 百万円

 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 181 百万円

固定資産－繰延税金資産 432 百万円 

流動資産－繰延税金資産 181 百万円

固定資産－繰延税金資産 405 百万円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項 

目 
2.8％

住民税均等割等 2.8％

税額控除 4.2％

海外連結子会社の課税対象留保金額 △1.1％

海外連結子会社の税率差異 △1.5％

受取配当金益金不算入 △2.0％

連結上消去された海外子会社からの受

取配当金 
3.2％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.8％

 

    当連結会計年度については、当期純損失を計上して 

    いるため記載を省略しております。  
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（１株当たり情報）(34 ページ) 

＜訂正前＞ 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 632 円 73 銭

１株当たり当期純利益 21 円 49 銭 

１株当たり純資産額 631 円 32 銭

１株当たり当期純損失 18 円 09 銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

  （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

＜訂正後＞ 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 632 円 73 銭

１株当たり当期純利益 21 円 49 銭 

１株当たり純資産額 630 円 82 銭

１株当たり当期純損失 18 円 58 銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

      （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
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（１株当たり情報）(35 ページ) 

＜訂正前＞ 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期

純損失（△） 
（百万円） 86 △72 

普通株主に帰属しない金額 

（うち、利益処分による役員賞与金） 
（百万円）

― 

(―) 

― 

(―) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△） 
（百万円） 86 △72 

普通株式の期中平均株式数 （株） 4,032,700 4,032,700 

 
＜訂正後＞ 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期

純損失（△） 
（百万円） 86 △72 

普通株主に帰属しない金額 

（うち、利益処分による役員賞与金） 
（百万円）

― 

(―) 

2 

(2) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△） 
（百万円） 86 △74 

普通株式の期中平均株式数 （株） 4,032,700 4,032,700 
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個別財務諸表の概要 

注記事項 

（損益計算書関係）(55 ページ) 

＜訂正前＞ 

前事業年度 
（自 平成 16 年４月１日 
至 平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

※７ 
――――― 

※７ 減損損失 
 当事業年度において、当社は以下の資産グループについ
て減損損失を計上しました。 

場 所 用 途 種 類 

岐阜県土岐市
遊休地 

（当初社宅用地と
して取得）  

 土 地 

 当社は、事業用資産については継続的に収支の把握を行
っている管理会計上の区分に基づき、また、遊休資産等に
ついては個別物件単位にグルーピングを行っております。
 遊休資産（土地）については、地価が帳簿価額に対して
著しく下落しており、今後の使用見込みがなく、回収可能
性が認められないため、当中間会計期間において、帳簿価
額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失（7百万
円）として特別損失に計上しております。 

 
＜訂正後＞ 

前事業年度 
（自 平成 16 年４月１日 
至 平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

※７ 
――――― 

※７ 減損損失 
 当事業年度において、当社は以下の資産グループについ
て減損損失を計上しました。 

場 所 用 途 種 類 

岐阜県土岐市
遊休地 

（当初社宅用地と
して取得）  

 土 地 

 当社は、事業用資産については継続的に収支の把握を行
っている管理会計上の区分に基づき、また、遊休資産等に
ついては個別物件単位にグルーピングを行っております。
 遊休資産（土地）については、地価が帳簿価額に対して
著しく下落しており、今後の使用見込みがなく、回収可能
性が認められないため、当事業年度において、帳簿価額を
備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失（7百万円）
として特別損失に計上しております。 
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③税効果会計関係(57 ページ) 

＜訂正前＞ 

前事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳  繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）  

親睦会積立金否認額 12 百万円

たな卸資産評価損否認額 84 百万円

退職給付引当金 419 百万円

役員退職慰労引当金 40 百万円

試験研究費控除税額 21 百万円

外国税額控除 13 百万円

繰越欠損金 44 百万円

投資有価証券評価損否認額 15 百万円

その他 14 百万円

繰延税金資産小計 664 百万円

評価性引当額 △23 百万円

繰延税金資産合計 641 百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 1 百万円

その他有価証券評価差額金 53 百万円

繰延税金負債合計 55 百万円

繰延税金資産の純額 586 百万円 

（繰延税金資産）  

親睦会積立金否認額 13 百万円

たな卸資産評価損否認額 44 百万円

賞与引当金   39 百万円

退職給付引当金 396 百万円

役員退職慰労引当金 19 百万円

試験研究費控除税額 24 百万円

外国税額控除 16 百万円

繰越欠損金 122 百万円

投資有価証券評価損否認額 17 百万円

その他 19 百万円

繰延税金資産小計 712 百万円

評価性引当額 54 百万円

繰延税金資産合計 657 百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 1 百万円

その他有価証券評価差額金 86 百万円

繰延税金負債合計 87 百万円

繰延税金資産の純額 570 百万円 

 
＜訂正後＞ 

前事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

（繰延税金資産）  

親睦会積立金否認額 12 百万円

たな卸資産評価損否認額 84 百万円

退職給付引当金 419 百万円

役員退職慰労引当金 40 百万円

試験研究費控除税額 21 百万円

外国税額控除 13 百万円

繰越欠損金 44 百万円

投資有価証券評価損否認額 15 百万円

その他 14 百万円

繰延税金資産小計 664 百万円

評価性引当額 △23 百万円

繰延税金資産合計 641 百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 1 百万円

その他有価証券評価差額金 53 百万円

繰延税金負債合計 55 百万円

繰延税金資産の純額 586 百万円 

（繰延税金資産）  

親睦会積立金否認額 13 百万円

たな卸資産評価損否認額 44 百万円

賞与引当金   39 百万円

退職給付引当金 396 百万円

役員退職慰労引当金 19 百万円

試験研究費控除税額 24 百万円

外国税額控除 16 百万円

繰越欠損金 122 百万円

投資有価証券評価損否認額 17 百万円

その他 19 百万円

繰延税金資産小計 712 百万円

評価性引当額 △54 百万円

繰延税金資産合計 657 百万円

（繰延税金負債）  

特別償却準備金認容 1 百万円

その他有価証券評価差額金 86 百万円

繰延税金負債合計 87 百万円

繰延税金資産の純額 570 百万円 

 


