
平成 19 年 6 月 12 日 

各    位 

大阪市中央区瓦屋町3丁目6番13号                  
株 式 会 社 サ イ ネ ッ ク ス                  
代 表 取 締 役 社 長  村 田 吉 優                  
（コード番号 2376  大証ヘラクレス） 

                                                                    問い合わせ先 
取締役常務執行役員業務本部長 濵 口 護 也 

電話 06‐6766‐3333 
 

（訂正）「平成１９年３月期  決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 
当社は、平成 19年 5月 18日付にて「平成 19年 3月期  決算短信」を発表いたしましたが、内容に一部誤りが
ございましたので、これを下記のとおり訂正させていただきます。（下線は訂正部分を示します。） 
 

記 
 
1．5ページ 
（2）財政状態に関する分析 
【訂正前】 

  当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

                   期別 

  指標 
平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 

自 己 資 本 比 率 （％） 34.4 37.6 46.2 50.6 53.7

時価ベースの自己資本比率 （％） － 83.9 74.2 55.3 34.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － 1.3 1.9 1.3 4.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ            （倍） － 59.5 22.1 49.6 12.8

（注）上記の指標の計算式は以下のとおりであります。 

自 己 資 本 比 率 ： 純資産／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により、算出しております。 

２．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、

連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．時価ベースの自己資本比率につきましては、未上場であった平成15年３月期以前については、算定しておりません。 

４．平成15年３月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレス

ト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。 

 
【訂正後】 

  当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

                   期別 

  指標 
平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 

自 己 資 本 比 率 （％） 34.4 37.6 46.2 50.6 53.7

時価ベースの自己資本比率 （％） － 83.9 74.2 55.3 32.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － 1.3 1.9 1.3 4.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ            （倍） － 59.5 22.1 49.6 12.8
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（注）上記の指標の計算式は以下のとおりであります。 

自 己 資 本 比 率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により、算出しております。 

２．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、

連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．時価ベースの自己資本比率につきましては、未上場であった平成15年３月期以前については、算定しておりません。また、株式時価総

額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。

４．平成15年３月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレス

ト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。 

 

2．33ページ 
（有価証券関係） 
【訂正前】 
当連結会計年度（平成 19年 3月 31日） 

1．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 種類 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）国債・地方債等 － － － 

(2）社債 － － －

(3）その他 － － － 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 

小計 － － －

(1）国債・地方債等 － － － 

(2）社債 200,000 196,540 △3,460

(3）その他 － － － 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

小計 200,000 196,540 △3,460

合計 200,000 196,540 △3,460
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【訂正後】 
当連結会計年度（平成 19年 3月 31日） 

1．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 種類 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）国債・地方債等 － － － 

(2）社債 200,000 203,940 3,940

(3）その他 － － － 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 

小計 200,000 203,940 3,940

(1）国債・地方債等 － － － 

(2）社債 300,000 287,390 △12,610

(3）その他 － － － 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

小計 300,000 287,390 △12,610

合計 500,000 491,330 △8,670

 
3．37ページ 
（退職給付関係） 
【訂正前】 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円） △1,274,819 △1,205,008 

(2）年金資産（千円） 181,292 188,646 

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △1,093,526 △1,016,362 

(4）未認識数理計算上の差異（千円） △139,723 △97,361

(5）連結貸借対照表計上額純額（千円） 
(3)＋(4) 

△1,233,250 △1,113,723

(6）退職給付引当金（千円） △1,233,250 △1,113,723

 
３．退職給付費用の内訳 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

退職給付費用（千円） 140,314 77,074 

(1）勤務費用（千円） 108,903 87,336 

(2）利息費用（千円） 32,542 25,496 

(3）期待運用収益（減算）（千円） 3,380 3,625 

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 2,248 32,132
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【訂正後】 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円） △1,274,819 △1,205,008 

(2）年金資産（千円） 181,292 188,646 

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △1,093,526 △1,016,362 

(4）未認識数理計算上の差異（千円） △139,723 △97,438

(5）連結貸借対照表計上額純額（千円） 
(3)＋(4) 

△1,233,250 △1,113,800

(6）退職給付引当金（千円） △1,233,250 △1,113,800

 
３．退職給付費用の内訳 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

退職給付費用（千円） 140,314 77,074 

(1）勤務費用（千円） 108,903 87,336 

(2）利息費用（千円） 32,542 25,496 

(3）期待運用収益（減算）（千円） 3,380 3,625 

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 2,248 △32,132

 
4．39ページ 
（税効果会計） 
【訂正前】 
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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目

別の内訳 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
 
 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

  （％） （％）

 法定実効税率  40.6  40.6 

 （調整）     

 住民税均等割  9.2  12.9

 交際費等永久に損金に算入されない項目  0.3  0.5 

 収用特別控除等永久に益金に算入されな

い項目 

 
－ 

 
△1.9

 法人税額の特別控除  △0.4  － 

 評価性引当額  14.7  6.7

 その他  △0.0  △0.3 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  64.4  58.5
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【訂正後】 
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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目

別の内訳 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
 
 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

  （％） （％）

 法定実効税率  40.6  40.6 

 （調整）     

 住民税均等割  9.2  13.6

 交際費等永久に損金に算入されない項目  0.3  0.5 

 収用特別控除等永久に益金に算入されな

い項目 

 
－ 

 
△2.0

 法人税額の特別控除  △0.4  － 

 評価性引当額  14.7  7.1

持分法による投資損失  －  2.3

 その他  △0.0  △0.3 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  64.4  61.8

 
 
5．42ページ 
（重要な後発事象） 
【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

 

（自己株式の取得） 

当社は、平成 19 年４月 10 日開催の取締役会において、会社

法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156 条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本

政策を遂行するため、自己株式の取得することを決議いたしま

した。 

１．取得する株式の種類 当社普通株式 

２．取得する株式の総数 20 万株（上限） 

 （発行済株式総数に対する割

合2.32％） 

３．株式の取得価額の総額 160 百万円（上限） 

４．自己株式買受の日程 平成 19 年４月 11 日から平成

19 年６月 28 日まで 

５．取得の方法 市場からの取得 
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【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

 

（自己株式の取得） 

当社は、平成 19 年４月 10 日開催の取締役会において、会社

法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156 条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本

政策を遂行するため、自己株式の取得することを決議いたしま

した。 

１．取得する株式の種類 当社普通株式 

２．取得する株式の総数 20 万株（上限） 

 （発行済株式総数に対する割

合3.09％） 

３．株式の取得価額の総額 160 百万円（上限） 

４．自己株式買受の日程 平成 19 年４月 11 日から平成

19 年６月 28 日まで 

５．取得の方法 市場からの取得 

 
6．64ページ 
（重要な後発事象） 
【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

 

（自己株式の取得） 
当社は、平成 19 年４月 10 日開催の取締役会において、会社

法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156 条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本

政策を遂行するため、自己株式の取得することを決議いたしま

した。 

１．取得する株式の種類 当社普通株式 

２．取得する株式の総数 20 万株（上限） 

 （発行済株式総数に対する割

合2.32％） 

３．株式の取得価額の総額 160 百万円（上限） 

４．自己株式買受の日程 平成 19 年４月 11 日から平成

19 年６月 28 日まで 

５．取得の方法 市場からの取得 
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【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

 

（自己株式の取得） 
当社は、平成 19 年４月 10 日開催の取締役会において、会社

法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156 条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本

政策を遂行するため、自己株式の取得することを決議いたしま

した。 

１．取得する株式の種類 当社普通株式 

２．取得する株式の総数 20 万株（上限） 

 （発行済株式総数に対する割

合3.09％） 

３．株式の取得価額の総額 160 百万円（上限） 

４．自己株式買受の日程 平成 19 年４月 11 日から平成

19 年６月 28 日まで 

５．取得の方法 市場からの取得 

 
 

以  上 
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