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  大阪証券取引所 ヘラクレス市場   

平成 18 年 11 月 30 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 決算短信（連結）及び個別財務諸表の概要一部訂正に関するお知らせ 
 
 

平成 18 年 11 月 24 日に開示いたしました「平成 18 年９月期決算短信（連結）」及び「平成 18 年９月期 

個別財務諸表の概要」について、一部記載の誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は   線で示しております。 

 

記 

１．「平成 18 年９月期決算短信（連結）」 

 

●19 ページ ④【連結株主資本変動計算書】 

【訂正前】 

  

【訂正後】 

 

 

 

評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成17年９月30日残高(千円) 3,301 3,301  3,912,240

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  3,409,235

 剰余金の配当  △183,421

 当期純利益  604,300

 自己株式の取得  △21

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
 △3,370 △3,370 15,000 18,180 29,810

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
    △3,370 △3,370 15,000 18,180 3,859,903

平成18年９月30日残高(千円) △69 △69 15,000 18,180 7,772,143

評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成17年９月30日残高(千円) 3,301 3,301 20,876 3,933,116

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  3,409,235

 剰余金の配当  △183,421

 当期純利益  604,300

 自己株式の取得  △21

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
 △3,370 △3,370 15,000 △2,695 8,933

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
    △3,370 △3,370 15,000 △2,695 3,839,027

平成18年９月30日残高(千円) △69 △69 15,000 18,180 7,772,143
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●49 ページ 【税効果会計関係】 

【訂正前】 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失であるため、記載しており

ません。 

  

法定実効税率              40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   2.9 

住民税均等割等              3.4 

繰越欠損金               △43.3 

その他                  0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    3.7 

 

 

【訂正後】 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失であるため、記載しており

ません。 

  

法定実効税率              40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   3.0 

住民税均等割等              3.4 

繰越欠損金等の税効果認識額       △66.7 

評価性引当金による控除額       △43.5 

その他                  0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △63.1 
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２．「平成 18 年９月度個別財務諸表の概要」 

 

● ６ページ ②【損益計算書 Ⅰ売上高】 

【訂正前】 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※1   

１．ソフトウェア売上高  2,138,170 1,150,476  

２．商品売上高  － 3,631,163  

３．人材派遣売上高  － 202,137  

４．その他売上高  53,449 2,191,619 100.0 985,214 2,341,459 100.0

（以下省略） 

 

【訂正後】 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※1   

１．ソフトウェア売上高  2,138,170 1,150,476  

２．商品売上高  － 3,631  

３．人材派遣売上高  － 202,137  

４．その他売上高  53,449 2,191,619 100.0 985,214 2,341,459 100.0

（以下省略） 

 

●21 ページ 【損益計算書関係 ※３】 

【訂正前】 

貸倒引当金繰入額 2,688千円

給与手当 149,447 

リース料 116,251 

減価償却費 15,484 

業務委託料 178,7115 

 

【訂正後】 

貸倒引当金繰入額 2,688千円

給与手当 149,447 

リース料 116,251 

減価償却費 15,484 

業務委託料 178,715 
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●22 ページ 【損益計算書関係 ※11】 

【訂正前】 

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース資産 

91,207千円

市場販売目的ソフトウェア 26,174 

計 117,38 

 

【訂正後】 

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース資産 

91,207千円

市場販売目的ソフトウェア 26,174 

計 117,381 

 

●28 ページ （４）【税効果会計関係】 

【訂正前】 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

 

法定実効税率              40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   0.6 

住民税均等割等              0.5 

繰越欠損金               △41.3 

その他                  0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    U0.7U 

 

法定実効税率              40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   0.6 

住民税均等割等              0.4 

繰越欠損金               △41.3 

その他                  0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    0.4 

 

 

【訂正後】 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

 

法定実効税率              40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   0.6 

住民税均等割等              0.5 

繰越欠損金               △41.3 

その他                  0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    U0.7U 

 

法定実効税率              40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   0.6 

住民税均等割等              0.4 

繰越決損金等の税効果認識額      △26.4 

評価性引当金による控除額       △41.3 

その他                  0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △26.0 

 

 

３．「平成 18 年９月期決算短信（連結）」および２．「平成 18 年９月度個別財務諸表の概要」 

 

●１ページ 【業績予想】 

【訂正前】 

 18 年９月期の業績予想（平成 18 年 10 月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 

【訂正後】 

19 年９月期の業績予想（平成 18 年 10 月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 

以 上 


