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  大阪証券取引所 ヘラクレス市場   

 

平成18年６月26日 

各  位 
 

東京都千代田区岩本町一丁目６番３号 

株 式 会 社 サ ン ラ イ ズ ・ テ ク ノ ロ ジ ー 

代 表 取 締 役 社 長  梶  本   誓 

（コード番号：４８３０） 

    問い合わせ先：取締役管理本部長 本 間 昭 

                                              （０３）５８２０－１３５１ 
 

 

（訂正）平成18年9月期「中間決算短信（連結）」及び 
「個別中間財務諸表の概要」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成18年５月23日付で発表いたしました平成18年９月期「中間決算短信（連結）」及び「個別中間財務
諸表の概要」について、一部記載の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、訂正箇所は    線で示してあります。 

 

記 

 

 

１. 平成18年9月期「中間決算短信（連結）」 

 

●１９ページ 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

【訂正前】 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

(3) 重要な引当金の

計上基準 

（省略） 

ニ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

給に備えて、国内連結子

会社の一部は内規に基づ

く中間期末要支給額を計

上しております。 

（省略） 

―――――― 

 

（省略） 

ニ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給

に備えて、国内連結子会社

の一部は内規に基づく期末

要支給額を計上しておりま

す。 

 

【訂正後】 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

(3) 重要な引当金の

計上基準 

（省略） 

ニ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

給に備えて、国内連結子

会社の一部は内規に基づ

く中間期末要支給額を計

上しております。 

（省略） 

―――――― 

 

（省略） 

―――――― 
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  ●２３ページ 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

【訂正前】 

前中間連結会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（省略） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（省略） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（省略） 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 491,000千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金 

42,315千円

長期借入金 84,080千円

計 617,396千円
 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

買掛金 560,780千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金

548,622千円

長期借入金 1,906,679千円

計 3,016,083千円

      上記の他、未払金の担保相当

として37,500千円の小切手を発

行しております。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

買掛金 164,242千円

短期借入金 471,500千円
１年以内 
返済予定 
長期借入金 

448,729千円

長期借入金 1,553,796千円

計 2,638,268千円

      上記の他、未払金の担保相当

として46,000千円の小切手を発

行しております。 

 ２       （省略）     ２       （省略）     ２       （省略） 

 

【訂正後】 

前中間連結会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年９月30日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（省略） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（省略） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（省略） 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 491,000千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金 

42,315千円

長期借入金 84,080千円

計 617,396千円
 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

買掛金 560,780千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金

309,470千円

長期借入金 1,621,487千円

計 2,491,739千円

      上記の他、未払金の担保相当

として37,500千円の小切手を発

行しております。 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

買掛金 164,242千円

短期借入金 471,500千円
１年以内 
返済予定 
長期借入金 

448,729千円

長期借入金 1,553,796千円

計 2,638,268千円

      上記の他、未払金の担保相当

として46,000千円の小切手を発

行しております。 

 ２       （省略）     ２       （省略）     ２       （省略） 
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●２７ページ 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※７～８  （省略） 

 

※７～８  （省略） 

 

※７～８   （省略） 

※９ 前期損益修正損の内訳は次の

とおりであります。 

業務受託収入
誤計上取消 

2,940千円 

 

※９   ――――――― 

 

※９ 前期損益修正損の内訳は次の

とおりであります。 

過年度棚卸資
産修正損 

5,584千円

過年度源泉税
訂正 

3,555千円

その他 2,940千円

計 12,080千円
 

※10～11   （省略） ※10～11   （省略） ※10～11   （省略） 

 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※７～８  （省略） 

 

※７～８  （省略） 

 

※７～８   （省略） 

※９ 前期損益修正損の内訳は次の

とおりであります。 

業務受託収入
誤計上取消 

2,940千円 

 

※９   ――――――― 

 

※９ 前期損益修正損の内訳は次の

とおりであります。 

過年度消費税
訂正 

5,584千円

過年度源泉税
訂正 

3,555千円

その他 2,940千円

計 12,080千円
 

※10～11   （省略） ※10～11   （省略） ※10～11   （省略） 
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２．平成18年9月期「個別中間財務諸表の概要」 
 

●３ページ 

【訂正前】 

  
前中間会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  220,089 271,868 53,853 

２ 短期借入金 ※2 2,199,503 783,554 1,122,554 

３ １年以内返済予定 
長期借入金 

※2 19,160 119,342 19,742 

４ 未払金 ※2 556,616 318,738 399,318 

５ 未払法人税等  15,631 10,541 10,751 

６ 新株予約権  － 10,000 － 

７ その他 ※4 243,425 139,856 116,461 

流動負債合計   3,254,425 57.5 1,653,901 20.6  1,722,682 25.9

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  10,000 10,000 10,000 

２ 長期借入金 ※2 70,180 413,337 60,161 

３ 退職給付引当金  50,449 35,724 44,858 

４ その他  166 9,777 384 

固定負債合計   130,797 2.3 468,839 5.8  115,404 1.7

負債合計   3,385,222 59.8 2,122,741 26.4  1,838,086 27.6

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   19,769,428 349.3 2,495,018 31.1  1,955,018 29.3

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  4,485,021 2,708,542 1,355,018 

２ その他資本剰余金  － － 813,524 

 資本剰余金計   4,485,021 79.2 2,708,542 33.7  2,168,542 32.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間(当期)未処分
利益または中間(当
期)未処理損失 

 △21,980,166 709,498 706,074 

 利益剰余金合計   △21,980,166 △388.3 709,498 8.8  706,074 10.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  252 0.0 1,908 0.0  1,249 0.0

Ⅴ 自己株式   △78 △0.0 △102 △0.0  △88 △0.0

資本合計   2,274,457 40.2 5,914,864 73.6  4,830,795 72.4

負債資本合計   5,659,679 100.0 8,037,605 100.0  6,668,881 100.0
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 【訂正後】 

  
前中間会計期間末 

(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  220,089 271,868 53,853 

２ 短期借入金 ※2 2,199,503 783,554 1,122,554 

３ １年以内返済予定 
長期借入金 

※2 19,160 119,342 19,742 

４ 未払金 ※2 556,616 318,738 399,318 

５ 未払法人税等  15,631 10,541 10,751 

６ 新株予約権  － 10,000 － 

７ その他 ※4 243,425 139,856 116,461 

流動負債合計   3,254,425 57.5 1,653,901 20.6  1,722,682 25.9

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  10,000 10,000 10,000 

２ 長期借入金 ※2 70,180 413,337 60,161 

３ 退職給付引当金  50,449 35,724 44,858 

４ その他  166 9,777 384 

固定負債合計   130,797 2.3 468,839 5.8  115,404 1.7

負債合計   3,385,222 59.8 2,122,741 26.4  1,838,086 27.6

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   19,769,428 349.3 2,495,018 31.1  1,955,018 29.3

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  4,485,021 1,895,018 1,355,018 

２ その他資本剰余金  － 813,524 813,524 

 資本剰余金計   4,485,021 79.2 2,708,542 33.7  2,168,542 32.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間(当期)未処分
利益または中間(当
期)未処理損失 

 △21,980,166 709,498 706,074 

 利益剰余金合計   △21,980,166 △388.3 709,498 8.8  706,074 10.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  252 0.0 1,908 0.0  1,249 0.0

Ⅴ 自己株式   △78 △0.0 △102 △0.0  △88 △0.0

資本合計   2,274,457 40.2 5,914,864 73.6  4,830,795 72.4

負債資本合計   5,659,679 100.0 8,037,605 100.0  6,668,881 100.0

    

 

以 上 


