
 平成 19 年６月 22 日 

 

各  位 

 

上場会社名 株 式 会 社 秀 文 社 
 （コード番号：2143 大証へラクレス）

本社所在地 埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目 32 番 10

代 表 者 代 表 取 締 役  小 泉 喜 昭 

問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 河野 隆 

電 話 番 号 （048）680-5213（代表） 

 

 

（訂正）「平成 19 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

 平成 19 年 5 月 15 日に発表いたしました「平成 19 年３月期 決算短信」の記載内容に一部訂

正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所は、下線にて表示しております。 

 

記 

 

＜訂正内容＞ 

 

４ページ 

１ 経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

 ② キャッシュ・フローに関する分析 

 c  財務活動によるキャッシュ・フロー 

【訂正前】 

 財務活動の結果使用した資金は 274,657 千円増加し、171,990 千円となりました。 

【訂正後】 

 財務活動の結果得られた資金は前期に比べ 274,657 千円増加し、171,990 千円（前期は 102,667

千円の使用）となりました。 
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４ 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

 ② 連結損益計算書 

【訂正前】 

 Ⅴ 営業外費用 

  3．新株交付費 

【訂正後】 

Ⅴ 営業外費用 

  3．株式交付費 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

４．会計処理基準に関する事項 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

【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） 

ロ 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

       同 左 

【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） 

ロ 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

  当社及び連結子会社は定額法を採用して

おります。 

  なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

6．連結調整勘定の償却に関する事項 

【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） 

――――――        同   左 

【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） 

―――――― ―――――― 
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追加情報 

【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） 

 

―――――― 

 当社は、当連結会計年度より資本金が 1億円

超になり外形標準課税制度が適用となったこ

とに伴い、「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会 平成 16 年 2

月 13 日 実務対応報告第 12 号）に従い、法人

事業税の付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しております。この

結果、販売費及び一般管理費が 8,000 千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

がそれぞれ 8,000 千円減少しております。  



【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） 

――――――  当社は、当連結会計年度より資本金が 1億円

超になり外形標準課税制度が適用となった

ことに伴い、「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成 16 年 2 月 13 日 実務対応報告第 12 号）

に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上し

ております。この結果、販売費及び一般管理

費が 8,000 千円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ

8,000 千円減少しております。  
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注記事項 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

３．配当に関する事項 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

【訂正前】 

（決議） 株式の種類 配当の総額

（千円） 

配当の原資 １株当たり

配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年 6

月 28 日 

定時株主総

会 

普通株式 37,500 利益剰余金 250 平成 19年 3

月 31 日 

平成 19年 6

月 28 日 

【訂正後】 

（決議） 株式の種類 配当の総額

（千円） 

配当の原資 １株当たり

配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年 6

月 28 日 

定時株主総

会 

普通株式 37,500 利益剰余金 250 平成 19年 3

月 31 日 

平成 19年 6

月 29 日 
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注記事項 

（有価証券関係） 

 当連結会計年度（平成 19 年３月 31 日） 

【追加】 

4．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 １年以内 

（千円） 

1 年超５年以内 

（千円） 

5 年超 10 年以内

（千円） 

10 年超 

（千円） 

1．債券 

(1)国債・地方債

等 

 

－ 

 

10,000 

 

－ 

 

－ 

合 計 － 10,000 － － 
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注記事項 

（税効果関係） 

【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） 

3． 

―――――― 

3． 当社は、当連結会計年度より資本金が1

億円超になり外形標準課税制度が適用に

なったことに伴い、当連結会計年度の繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用

した法定実効税率は、従来の42.05％から

40.44％に変更しております。 

その結果、繰延税金資産が1,057千円減

少し、当連結会計年度に費用計上された法

人税等調整額が1,034千円、その他有価証

券評価差額金が23千円それぞれ増加して

おります。 



【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） 

3． 

―――――― 

3． 当社は、当連結会計年度より資本金が1

億円超になり外形標準課税制度が適用に

なったことに伴い、当連結会計年度の繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用

した法定実効税率は、従来の42.05％から

40.44％に変更しております。 

その結果、繰延税金資産が1,979千円減

少し、当連結会計年度に費用計上された法

人税等調整額が1,999千円増加、その他有

価証券評価差額金が19千円減少しており

ます。 
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（セグメント情報） 

 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） 

【訂正前】 

 学習塾事業
（千円）

介護・福祉
事業 
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円） 
消去又は
全社（千
円） 

連結 
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上
高 

2,239,011 253,897 73,309 2,566,218 － 2,566,218

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

－ － 24,449 24,449 (24,449) －

計 2,239,011 253,897 97,759 2,590,668 (24,449) 2,566,218

営業費用 1,642,012 296,681 94,536 2,033,230 207,177 2,240,408

営業利益 596,998 (42,783) 3,222 557,437 (231,627) 325,810

Ⅱ．資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出  

資産 1,127,316 1,023,829 40,485 2,191,632 698,905 2,890,537

減価償却費 52,809 25,380 2,787 80,978 9,000 89,978

減損損失 22,881 － － 22,881 － 22,881

資本的支出 98,600 421,036 2,124 521,762 12,338 534,100



【訂正後】 

 学習塾事業
（千円）

介護・福祉
事業 
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円） 
消去又は
全社（千
円） 

連結 
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上
高 

2,239,011 253,897 73,309 2,566,218 － 2,566,218

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 － － 87,956 87,956 (87,956) －

計 2,239,011 253,897 161,265 2,654,174 (87,956) 2,566,218

営業費用 1,642,012 296,681 158,043 2,096,737 143,671 2,240,408

営業利益 596,998 (42,783) 3,222 557,437 (231,627) 325,810

Ⅱ．資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出 

 

資産 1,127,316 1,023,829 40,485 2,191,632 698,505 2,890,137

減価償却費 52,809 25,380 2,787 80,978 9,000 89,978

減損損失 22,881 － － 22,881 － 22,881

資本的支出 98,600 421,036 2,124 521,762 12,338 534,100
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（セグメント情報） 

 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） 

【訂正前】 

（注）4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、743,840 千円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であ

ります。 

【訂正後】 

（注）4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、700,940 千円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であ

ります。 
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５ 個別財務諸表等 

(1) 財務諸表 

 ② 損益計算書 

【訂正前】 

 Ⅴ 営業外費用 

  3．新株交付費 



【訂正後】 

Ⅴ 営業外費用 

  3．株式交付費 
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重要な会計方針 

３．固定資産の減価償却の方法 

【訂正前】 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

ロ 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

       同 左 

【訂正後】 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

ロ 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。 
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重要な会計方針 

４．繰延資産の処理方法 

【訂正前】 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

――――――  新株交付費は、支出時に全額費用処理してお

ります。 



【訂正後】 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

――――――  株式交付費は、支出時に全額費用処理してお

ります。 
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（税効果会計関係） 

当事業年度（自 平成 18 年４月 1日 至 平成 19 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 

【訂正前】 

繰延税金資産（固定） 

土地評価差額金 

【訂正後】 

 繰延税金資産（固定） 

  土地評価差額 
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（税効果会計関係） 

【訂正前】 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

3． 

―――――― 

3． 当社は、当事業年度より資本金が1億円

超になり外形標準課税制度が適用になっ

たことに伴い、当連結会計年度の繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用した

法定実効税率は、従来の42.05％から

40.44％に変更しております。 

その結果、繰延税金資産が1,008千円減

少し、当事業年度に費用計上された法人税

等調整額が974千円、その他有価証券評価

差額金が33千円それぞれ増加しておりま

す。 



【訂正後】 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

3． 

―――――― 

3． 当社は、当事業年度より資本金が1億円

超になり外形標準課税制度が適用になっ

たことに伴い、当事業年度の繰延税金資産

及び繰延税金負債の計算に使用した法定

実効税率は、従来の42.05％から40.44％に

変更しております。 

その結果、繰延税金資産が1,979千円減

少し、当連結会計年度に費用計上された法

人税等調整額が1,999千円増加、その他有

価証券評価差額金が19千円減少しており

ます。 
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（企業結合等関係） 

当事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

【訂正前】 

(2) 企業結合の法的形式 

  共通支配下の取引 

【訂正後】 

(2) 企業結合の法的形式 

  簡易合併方式による吸収合併 

以上 


