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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成19年９月13日に提出いたしました第28期中（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）半期報告書の記載の

一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき半期報告書の訂

正報告書を提出するものであります。

　なお、訂正後の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、あずさ監査法人により中間監査を受けており、その監

査報告書を添付しております。

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(1）連結経営指標等

(2）提出会社の経営指標等

第２　事業の状況

１　業績等の概要

(1）業績

(2）キャッシュ・フローの状況

第５　経理の状況

１　中間連結財務諸表等

(1）中間連結財務諸表

①中間連結貸借対照表　

②中間連結損益計算書　

③中間連結株主資本等変動計算書

④中間連結キャッシュ・フロー計算書

中間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

（1）重要な資産の評価基準および評価方法

　　イ　有価証券

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

注記事項

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（１株当たり情報）

２　中間財務諸表等

(1）中間財務諸表

①中間貸借対照表　

②中間損益計算書　

③中間株主資本等変動計算書

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１　資産の評価基準および評価方法

　（1） 有価証券

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

注記事項

（中間損益計算書関係）

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿線で示しております。
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　第一部【企業情報】

　　第１【企業の概況】

　　　１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

　（訂正前）

回次 第26期中 第27期中 第28期中 第26期 第27期

会計期間

自　平成17年
１月１日

至　平成17年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成17年
１月１日

至　平成17年
12月31日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

売上高 （千円） 3,812,794 4,041,322 4,328,865 8,055,799 8,635,021

経常利益 （千円） 284,816 287,811 523,007 497,902 663,242

中間（当期）純利益 （千円） 134,089 70,573 290,040 231,690 249,940

純資産額 （千円） 2,099,734 2,874,462 3,159,570 2,092,842 2,971,480

総資産額 （千円） 5,067,961 5,529,739 6,037,506 5,163,795 5,819,615

１株当たり純資産額 （円） 312.64 306.78 345.67 315.08 320.58

１株当たり中間（当期）

純利益金額
（円） 19.85 8.34 31.73 31.89 28.20

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） ― ― ― ― ―

自己資本比率 （％） 41.4 51.7 52.0 40.5 50.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 245,732 219,502 632,025 349,348 430,322

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △5,358 5,712 △67,888 △87,572 △476,475

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △301,869 407,004 △102,294 △525,392 249,571

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（千円） 925,403 1,355,502 1,388,544 723,283 926,701

従業員数 （名） 533 510 526 517 489

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第26期までの潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため、記載して

おりません。また、第27期中以降の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

        ３　第27期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

　　　　　　９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

　　　　　　８号平成17年12月９日）を適用しております。

        ４　平成18年２月17日付で、株式１株につき1.2株の株式分割を行っております。
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　（訂正後）

回次 第26期中 第27期中 第28期中 第26期 第27期

会計期間

自　平成17年
１月１日

至　平成17年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成17年
１月１日

至　平成17年
12月31日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

売上高 （千円） 3,812,794 4,041,322 4,328,865 8,055,799 8,635,021

経常利益 （千円） 284,816 272,011 542,012 497,902 651,512

中間（当期）純利益 （千円） 134,089 54,773 308,054 231,690 238,951

純資産額 （千円） 2,099,734 2,868,079 3,165,090 2,092,842 2,959,130

総資産額 （千円） 5,067,961 5,523,356 6,043,026 5,163,795 5,807,265

１株当たり純資産額 （円） 312.64 306.10 346.25 315.08 319.31

１株当たり中間（当期）

純利益金額
（円） 19.85 6.48 33.70 31.89 26.96

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） ― ― ― ― ―

自己資本比率 （％） 41.4 51.6 52.0 40.5 50.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 245,732 219,502 632,025 349,348 430,322

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △5,358 5,712 △67,888 △87,572 △476,475

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △301,869 407,004 △102,294 △525,392 249,571

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（千円） 925,403 1,355,502 1,388,544 723,283 926,701

従業員数 （名） 533 510 526 517 489

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第26期までの潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため、記載して

おりません。また、第27期中以降の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

        ３　第27期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

　　　　　　９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

　　　　　　８号平成17年12月９日）を適用しております。

        ４　平成18年２月17日付で、株式１株につき1.2株の株式分割を行っております。
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(2）提出会社の経営指標等

　（訂正前）

回次 第26期中 第27期中 第28期中 第26期 第27期

会計期間

自　平成17年
１月１日

至　平成17年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成17年
１月１日

至　平成17年
12月31日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

売上高 （千円） 3,261,828 3,457,466 3,870,599 6,958,899 7,656,675

経常利益 （千円） 241,781 247,807 459,559 406,671 581,360

中間（当期）純利益 （千円） 118,699 95,786 272,240 190,462 250,729

資本金 （千円） 650,000 1,052,000 1,052,000 650,000 1,052,000

発行済株式総数 （株） 7,021,040 9,925,248 9,925,248 7,021,040 9,925,248

純資産額 （千円） 2,050,243 2,807,826 3,045,094 2,017,513 2,875,995

総資産額 （千円） 4,768,517 5,313,972 5,737,653 4,810,229 5,567,725

１株当たり配当額 （円） 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00

自己資本比率 （％） 43.0 52.8 53.1 41.9 51.7

従業員数 （名） 457 458 460 443 435

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

３　第27期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号平成17年12月９日）を適用しております。

４　平成18年２月17日付で、株式１株につき1.2株の株式分割を行っております。

（訂正後）

回次 第26期中 第27期中 第28期中 第26期 第27期

会計期間

自　平成17年
１月１日

至　平成17年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成17年
１月１日

至　平成17年
12月31日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

売上高 （千円） 3,261,828 3,457,466 3,870,599 6,958,899 7,656,675

経常利益 （千円） 241,781 232,007 461,479 406,671 582,400

中間（当期）純利益 （千円） 118,699 79,986 274,160 190,462 251,769

資本金 （千円） 650,000 1,052,000 1,052,000 650,000 1,052,000

発行済株式総数 （株） 7,021,040 9,925,248 9,925,248 7,021,040 9,925,248

純資産額 （千円） 2,050,243 2,801,443 3,046,298 2,017,513 2,876,415

総資産額 （千円） 4,768,517 5,307,589 5,738,858 4,810,229 5,568,145

１株当たり配当額 （円） 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00

自己資本比率 （％） 43.0 52.8 53.1 41.9 51.7

従業員数 （名） 457 458 460 443 435

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

３　第27期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８
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号平成17年12月９日）を適用しております。

４　平成18年２月17日付で、株式１株につき1.2株の株式分割を行っております。
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　第２【事業の状況】

　　１【業績等の概要】

(1）業績

　（訂正前）

　　　　略

  利益面では、粗利率の高い金融業界向けにおける大幅増収（特にエンドユーザーからの直接受注が大きく増加）、メー
カー系からの受注条件の改善、プロジェクト管理の徹底による生産性向上などにより、粗利段階で前年同期比24.3％増の
915百万円と大幅増益となりました。更に、昨年11月の本社移転以降のグループ一体化運営などによる合理化の成果が出た
ことに加え、その他経費についても極力節減に努め、販管費が前年同期比1.6％減の440百万円と減少した結果、営業利益は
前年同期比64.6％増の474百万円、経常利益は前年同期比81.7％増の523百万円、中間純利益は前年同期比311.0％増の290百
万円と大幅な増益を達成しました。

　（訂正後）

　　　　略

  利益面では、粗利率の高い金融業界向けにおける大幅増収（特にエンドユーザーからの直接受注が大きく増加）、メー
カー系からの受注条件の改善、プロジェクト管理の徹底による生産性向上などにより、粗利段階で前年同期比24.3％増の
915百万円と大幅増益となりました。更に、昨年11月の本社移転以降のグループ一体化運営などによる合理化の成果が出た
ことに加え、その他経費についても極力節減に努め、販管費が前年同期比1.6％減の440百万円と減少した結果、営業利益は
前年同期比64.6％増の474百万円、経常利益は前年同期比99.3％増の542百万円、中間純利益は前年同期比462.4％増の308百
万円と大幅な増益を達成しました。

　(2）キャッシュ・フローの状況

　（訂正前）

　　　　略

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　   当中間連結会計期間における営業活動の資金は、税金等調整前中間純利益で514百万円確保することができ、ま
     た売上債権の回収による収入が増加したため、前中間連結会計期間と比べると412百万円増加し632百万円とな
     りました。

　

　（訂正後）

　　　　略

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　   当中間連結会計期間における営業活動の資金は、税金等調整前中間純利益で533百万円確保することができ、ま
     た売上債権の回収による収入が増加したため、前中間連結会計期間と比べると412百万円増加し632百万円とな
     りました。
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　　第５【経理の状況】

　１【中間連結財務諸表等】

　（1）【中間連結財務諸表】

　　①【中間連結貸借対照表】

　（訂正前）

　
　

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31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
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１　現金及び預金 ※２  1,381,381   1,239,300   939,879  

２　受取手形及び売掛金 ※３  1,386,930   1,343,417   1,751,397  

３　有価証券 　  290,171   200,646   200,036  

４　たな卸資産 　  323,045   311,574   126,266  

５　その他 　  80,711   112,137   98,904  

  　貸倒引当金 　  △7,132   △193   △662  

流動資産合計 　  3,455,109 62.5  3,206,883 53.1  3,115,823 53.5

Ⅱ　固定資産 　          

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 52,881   78,101   82,021   

(2）機械装置及び運搬
具

　 40,070   42,706   44,818   

(3）工具・器具及び備
品

　 7,087   17,891   17,176   

(4）土地 ※２ 520,426 620,465  520,426 659,126  520,426 664,443  

２　無形固定資産 　  101,181   107,898   118,498  

３　投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 ※２ 889,626   1,528,672   1,392,355   

(2）その他 ※２ 464,169   534,925   528,494   

    貸倒引当金 　 △2,020 1,351,775  ― 2,063,597  ― 1,920,850  

固定資産合計 　  2,073,422 37.5  2,830,622 46.9  2,703,792 46.5

Ⅲ　繰延資産 　  1,207 0.0  ― ―  ― ―

資産合計 　  5,529,739 100.0  6,037,506 100.0  5,819,615 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31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　支払手形及び買掛金 　  601,336   667,124   643,083  

２　短期借入金 ※２  313,700   302,400   362,000  

３　１年内償還予定社債 　  20,000   20,000   20,000  

４　１年以内返済予定長
期借入金

※２  212,244   197,680   165,916  

５　未払法人税等 　  173,913   224,950   214,388  

６　賞与引当金 　  28,117   23,120   ―  

７　役員賞与引当金 　  9,900   10,100   ―  

８　その他 　  211,242   345,734   413,627  

流動負債合計 　  1,570,454 28.4  1,791,109 29.7  1,819,015 31.2

Ⅱ　固定負債 　          

１　社債 　  220,000   200,000   220,000  

２　長期借入金 ※２  170,080   162,400   103,802  

３　退職給付引当金 　  609,282   627,591   614,033  

４　役員退職慰労引当金 　  82,001   92,674   86,781  

５　その他 　  3,458   4,159   4,501  

固定負債合計 　  1,084,822 19.6  1,086,825 18.0  1,029,118 17.7

負債合計 　  2,655,277 48.0  2,877,935 47.7  2,848,134 48.9

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

　１  資本金 　  1,052,000 19.0  1,052,000 17.4  1,052,000 18.1

  ２  資本剰余金 　  1,008,780 18.3  1,008,780 16.7  1,008,780 17.3

  ３  利益剰余金 　  1,038,447 18.8  1,415,281 23.5  1,171,248 20.1

  ４  自己株式 　  △253,843 △4.6  △366,503 △6.1  △300,403 △5.1

 　　 株主資本合計 　  2,845,384 51.5  3,109,558 51.5  2,931,625 50.4

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

  １  その他有価証券評
価差額金

　  11,769 0.2  27,086 0.4  18,121 0.3

      評価・換算差額等
合計

　  11,769 0.2  27,086 0.4  18,121 0.3

Ⅲ　少数株主持分 　  17,308 0.3  22,925 0.4  21,733 0.4

 　   純資産合計 　  2,874,462 52.0  3,159,570 52.3  2,971,480 51.1

 　　 負債純資産合計 　  5,529,739 100.0  6,037,506 100.0  5,819,615 100.0

　 　          

　（訂正後）

　
　

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31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
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１　現金及び預金 ※２  1,381,381   1,239,300   939,879  

２　受取手形及び売掛金 ※３  1,386,930   1,343,417   1,751,397  

３　有価証券 　  290,171   200,646   200,036  

４　たな卸資産 　  323,045   311,574   126,266  

５　その他 　  80,711   112,137   98,904  
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31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
（％）

  　貸倒引当金 　  △7,132   △193   △662  

流動資産合計 　  3,455,109 62.6  3,206,883 53.1  3,115,823 53.7

Ⅱ　固定資産 　          

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 52,881   78,101   82,021   

(2）機械装置及び運搬
具

　 40,070   42,706   44,818   

(3）工具・器具及び備
品

　 7,087   17,891   17,176   

(4）土地 ※２ 520,426 620,465  520,426 659,126  520,426 664,443  

２　無形固定資産 　  101,181   107,898   118,498  

３　投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 ※２ 889,626   1,532,987   1,379,585   

(2）その他 ※２ 457,786   536,130   528,915   

    貸倒引当金 　 △2,020 1,345,392  ― 2,069,117  ― 1,908,500  

固定資産合計 　  2,067,039 37.4  2,836,142 46.9  2,691,442 46.3

Ⅲ　繰延資産 　  1,207 0.0  ― ―  ― ―

資産合計 　  5,523,356 100.0  6,043,026 100.0  5,807,265 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31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　支払手形及び買掛金 　  601,336   667,124   643,083  

２　短期借入金 ※２  313,700   302,400   362,000  

３　１年内償還予定社債 　  20,000   20,000   20,000  

４　１年以内返済予定長
期借入金

※２  212,244   197,680   165,916  

５　未払法人税等 　  173,913   224,950   214,388  

６　賞与引当金 　  28,117   23,120   ―  

７　役員賞与引当金 　  9,900   10,100   ―  

８　その他 　  211,242   345,734   413,627  

流動負債合計 　  1,570,454 28.4  1,791,109 29.6  1,819,015 31.3

Ⅱ　固定負債 　          

１　社債 　  220,000   200,000   220,000  

２　長期借入金 ※２  170,080   162,400   103,802  

３　退職給付引当金 　  609,282   627,591   614,033  

４　役員退職慰労引当金 　  82,001   92,674   86,781  

５　その他 　  3,458   4,159   4,501  

固定負債合計 　  1,084,822 19.7  1,086,825 18.0  1,029,118 17.7

負債合計 　  2,655,277 48.1  2,877,935 47.6  2,848,134 49.0

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

　１  資本金 　  1,052,000 19.0  1,052,000 17.4  1,052,000 18.1

  ２  資本剰余金 　  1,008,780 18.3  1,008,780 16.7  1,008,780 17.4

  ３  利益剰余金 　  1,022,647 18.5  1,422,306 23.6  1,160,259 20.0

  ４  自己株式 　  △253,843 △4.6  △366,503 △6.1  △300,403 △5.2

 　　 株主資本合計 　  2,829,584 51.2  3,116,583 51.6  2,920,635 50.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

  １  その他有価証券評
価差額金

　  21,185 0.4  25,330 0.4  17,501 0.3

      評価・換算差額等
合計

　  21,185 0.4  25,330 0.4  17,501 0.3

Ⅲ　少数株主持分 　  17,308 0.3  23,175 0.4  20,993 0.4

 　   純資産合計 　  2,868,079 51.9  3,165,090 52.4  2,959,130 51.0

 　　 負債純資産合計 　  5,523,356 100.0  6,043,026 100.0  5,807,265 100.0

　 　          

　②【中間連結損益計算書】

　（訂正前）

　
　

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  4,041,322 100.0  4,328,865 100.0  8,635,021 100.0

Ⅱ　売上原価 　  3,304,983 81.8  3,413,702 78.9  7,108,696 82.3

売上総利益 　  736,339 18.2  915,163 21.1  1,526,324 17.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　          

１　役員報酬 　 92,912   95,054   190,592   

２　給与手当 　 127,368   132,922   254,709   

EDINET提出書類

株式会社　ソルクシーズ(E05198)

訂正半期報告書

11/50



　
　

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

３　賞与 　 27,399   29,907   66,500   

４　法定福利費 　 26,776   22,538   51,568   

５　地代家賃 　 13,022   27,564   46,796   

６　退職給付費用 　 3,410   7,223   5,403   

７　役員退職慰労引当金
繰入額

　 5,555   5,892   12,206   

８　賞与引当金繰入額 　 2,239   ―   ―   

９　役員賞与引当金繰入
額

　 9,900   10,100   ―   

10　貸倒引当金繰入額 　 ―   ―   263   

11　その他 　 139,601 448,185 11.1 109,646 440,850 10.2 275,214 903,254 10.5

営業利益 　  288,153 7.1  474,312 10.9  623,069 7.2

Ⅳ　営業外収益 　          

１　受取利息 　 10,482   45,446   43,401   

２　受取配当金 　 1,244   1,327   2,927   

３　不動産賃貸料 　 2,668   ―   7,565   

４　金利スワップ評価益 　 3,138   ―   3,138   

５　その他 　 3,009 20,543 0.5 8,448 55,222 1.3 5,140 62,172 0.7

Ⅴ　営業外費用 　          

１　支払利息 　 9,324   4,411   14,474   

２　開業費償却 　 624   ―   1,248   

３　創立費償却 　 515   ―   515   

４　社債発行費償却 　 583   ―   1,166   

５　役員保険積立金解約
損 

　 2,084   ―   ―   

６　貸倒引当金繰入額 　 6,750   ―   ―   

７　その他 　 1,002 20,885 0.5 2,115 6,527 0.1 4,595 21,999 0.2

経常利益 　  287,811 7.1  523,007 12.1  663,242 7.7
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　          

  １　投資有価証券売却益
 
 

46,025   ―   46,579   

  ２　関係会社株式売却益
 
 

― 46,025 1.1 ― ― ― 176 46,755 0.5

Ⅶ　特別損失 　          

１　固定資産除却損 ※１ 263   48   1,795   

２　投資有価証券売却損 　 ―   ―   21,585   

３　投資有価証券評価損 　 27,369   ―   ―   

４　関係会社株式売却損
 

　 7,723   ―   7,723   

５　関係会社株式評価損
 

　 ―   ―   13,618   

６　減損損失 ※２ 70,060   ―   70,060   

７　本社移転費用 ※３ ―   ―   41,197   

８　過年度損益修正損 ※４ ― 105,418 2.6 8,463 8,512 0.2 ― 155,981 1.8

税金等調整前中間
（当期）純利益

　  228,417 5.6  514,494 11.9  554,016 6.4

法人税、住民税及び
事業税

　 166,244   225,122   309,366   

法人税等調整額 　 △15,032 151,212 3.7 △2,809 222,312 5.1 △12,883 296,482 3.4

少数株主利益 　  6,632 0.2  2,141 0.1  7,593 0.1

中間（当期）純利
益

　  70,573 1.7  290,040 6.7  249,940 2.9

　 　          

　（訂正後）

　
　

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  4,041,322 100.0  4,328,865 100.0  8,635,021 100.0

Ⅱ　売上原価 　  3,304,983 81.8  3,413,702 78.9  7,108,696 82.3

売上総利益 　  736,339 18.2  915,163 21.1  1,526,324 17.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　          

１　役員報酬 　 92,912   95,054   190,592   

２　給与手当 　 127,368   132,922   254,709   

３　賞与 　 27,399   29,907   66,500   

４　法定福利費 　 26,776   22,538   51,568   

５　地代家賃 　 13,022   27,564   46,796   

６　退職給付費用 　 3,410   7,223   5,403   

７　役員退職慰労引当金
繰入額

　 5,555   5,892   12,206   

８　賞与引当金繰入額 　 2,239   ―   ―   

９　役員賞与引当金繰入
額

　 9,900   10,100   ―   

10　貸倒引当金繰入額 　 ―   ―   263   

11　その他 　 139,601 448,185 11.1 109,646 440,850 10.2 275,214 903,254 10.5

営業利益 　  288,153 7.1  474,312 10.9  623,069 7.2

Ⅳ　営業外収益 　          

１　受取利息 　 10,482   45,446   43,401   

２　受取配当金 　 1,244   1,327   2,927   
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

３　不動産賃貸料 　 2,668   ―   7,565   

４　金利スワップ評価益 　 3,138   ―   3,138   

５　運用有価証券評価益 　 ―   19,005   ―   

６　その他 　 3,009 20,543 0.5 8,448 74,227 1.7 5,140 62,172 0.7

Ⅴ　営業外費用 　          

１　支払利息 　 9,324   4,411   14,474   

２　開業費償却 　 624   ―   1,248   

３　創立費償却 　 515   ―   515   

４　社債発行費償却 　 583   ―   1,166   

５　役員保険積立金解約
損 

　 2,084   ―   ―   

６　運用有価証券評価損
 

　 15,800   ―   11,730   

７　貸倒引当金繰入額 　 6,750   ―   ―   

８　その他 　 1,002 36,685 0.9 2,115 6,527 0.1 4,595 33,729 0.4

経常利益 　  272,011 6.7  542,012 12.5  651,512 7.5
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　          

  １　投資有価証券売却益
 
 

46,025   ―   46,579   

  ２　関係会社株式売却益
 
 

― 46,025 1.1 ― ― ― 176 46,755 0.6

Ⅶ　特別損失 　          

１　固定資産除却損 ※１ 263   48   1,795   

２　投資有価証券売却損 　 ―   ―   21,585   

３　投資有価証券評価損 　 27,369   ―   ―   

４　関係会社株式売却損
 

　 7,723   ―   7,723   

５　関係会社株式評価損
 

　 ―   ―   13,618   

６　減損損失 ※２ 70,060   ―   70,060   

７　本社移転費用 ※３ ―   ―   41,197   

８　過年度損益修正損 ※４ ― 105,418 2.6 8,463 8,512 0.2 ― 155,981 1.8

税金等調整前中間
（当期）純利益

　  212,617 5.2  533,499 12.3  542,286 6.2

法人税、住民税及び
事業税

　 166,244   225,122   309,366   

法人税等調整額 　 △15,032 151,212 3.7 △2,809 222,312 5.1 △12,883 296,482 3.4

少数株主利益 　  6,632 0.2  3,132 0.1  6,852 0.0

中間（当期）純利
益

　  54,773 1.3  308,054 7.1  238,951 2.8

　 　          

　③【中間連結株主資本等変動計算書】

 　前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

　（訂正前）

　 　 　 株主資本 　 　

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成17年12月31日

 残高（千円）
650,000 608,280 1,018,589 △197,079 2,079,789

 中間連結会計期間

 中の変動額（千円）
     

   新株の発行 402,000 400,500   802,500

   剰余金の配当   △32,926  △32,926

   利益処分による

   役員賞与
  △17,789  △17,789

   中間純利益   70,573  70,573

   自己株式の取得    △56,763 △56,763

   株主資本以外の

   項目の中間連結

   会計期間中の変

   動額（純額）

     

 中間連結会計期間

 中の変動額合計

（千円）

402,000 400,500 19,858 △56,763 765,594

 平成18年６月30日

 残高（千円）
1,052,000 1,008,780 1,038,447 △253,843 2,845,384

　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 平成17年12月31日

 残高（千円）
13,052 13,052 16,857 2,109,699
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　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 中間連結会計期間

 中の変動額（千円）
    

   新株の発行    802,500

   剰余金の配当    △32,926

   利益処分による

   役員賞与
   △17,789

   中間純利益    70,573

   自己株式の取得    △56,763

   株主資本以外の

   項目の中間連結

   会計期間中の変

   動額（純額）

△1,283 △1,283 451 △832

 中間連結会計期間

 中の変動額合計

（千円）

△1,283 △1,283 451 764,762

 平成18年６月30日

 残高（千円）
11,769 11,769 17,308 2,874,462

　（訂正後）

　 　 　 株主資本 　 　

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成17年12月31日

 残高（千円）
650,000 608,280 1,018,589 △197,079 2,079,789

 中間連結会計期間

 中の変動額（千円）
     

   新株の発行 402,000 400,500   802,500

   剰余金の配当   △32,926  △32,926

   利益処分による

   役員賞与
  △17,789  △17,789

   中間純利益   54,773  54,773

   自己株式の取得    △56,763 △56,763

   株主資本以外の

   項目の中間連結

   会計期間中の変

   動額（純額）

     

 中間連結会計期間

 中の変動額合計

（千円）

402,000 400,500 4,058 △56,763 749,794

 平成18年６月30日

 残高（千円）
1,052,000 1,008,780 1,022,647 △253,843 2,829,584

　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 平成17年12月31日

 残高（千円）
13,052 13,052 16,857 2,109,699

 中間連結会計期間

 中の変動額（千円）
    

   新株の発行    802,500

   剰余金の配当    △32,926

   利益処分による

   役員賞与
   △17,789

   中間純利益    54,773

   自己株式の取得    △56,763

   株主資本以外の

   項目の中間連結

   会計期間中の変

   動額（純額）

8,133 8,133 451 8,584
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　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 中間連結会計期間

 中の変動額合計

（千円）

8,133 8,133 451 758,379

 平成18年６月30日

 残高（千円）
21,185 21,185 17,308 2,868,079

 　当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

　（訂正前）

　 　 　 株主資本 　 　

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年12月31日

 残高（千円）
1,052,000 1,008,780 1,171,248 △300,403 2,931,625

 中間連結会計期間

 中の変動額（千円）
     

   剰余金の配当   △46,007  △46,007

   中間純利益   290,040  290,040

   自己株式の取得    △66,099 △66,099

   株主資本以外の

   項目の中間連結

   会計期間中の変

   動額（純額）

     

 中間連結会計期間

 中の変動額合計

（千円）

― ― 244,033 △66,099 177,933

 平成19年６月30日

 残高（千円）
1,052,000 1,008,780 1,415,281 △366,503 3,109,558

　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 平成18年12月31日

 残高（千円）
18,121 18,121 21,733 2,971,480

 中間連結会計期間

 中の変動額（千円）
    

   剰余金の配当    △46,007

   中間純利益    290,040

   自己株式の取得    △66,099

   株主資本以外の

   項目の中間連結

   会計期間中の変

   動額（純額）

8,964 8,964 1,191 10,156

 中間連結会計期間

 中の変動額合計

（千円）

8,964 8,964 1,191 188,090

 平成19年６月30日

 残高（千円）
27,086 27,086 22,925 3,159,570

　（訂正後）

　 　 　 株主資本 　 　

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年12月31日

 残高（千円）
1,052,000 1,008,780 1,160,259 △300,403 2,920,635

 中間連結会計期間

 中の変動額（千円）
     

   剰余金の配当   △46,007  △46,007

   中間純利益   308,054  308,054

   自己株式の取得    △66,099 △66,099

EDINET提出書類

株式会社　ソルクシーズ(E05198)

訂正半期報告書

17/50



　 　 　 株主資本 　 　

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

   株主資本以外の

   項目の中間連結

   会計期間中の変

   動額（純額）

     

 中間連結会計期間

 中の変動額合計

（千円）

― ― 262,047 △66,099 195,948

 平成19年６月30日

 残高（千円）
1,052,000 1,008,780 1,422,306 △366,503 3,116,583

　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 平成18年12月31日

 残高（千円）
17,501 17,501 20,993 2,959,130

 中間連結会計期間

 中の変動額（千円）
    

   剰余金の配当    △46,007

   中間純利益    308,054

   自己株式の取得    △66,099

   株主資本以外の

   項目の中間連結

   会計期間中の変

   動額（純額）

7,829 7,829 2,182 10,011

 中間連結会計期間

 中の変動額合計

（千円）

7,829 7,829 2,182 205,959

 平成19年６月30日

 残高（千円）
25,330 25,330 23,175 3,165,090

 　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　（訂正前）

　 　 　 株主資本 　 　

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成17年12月31日

 残高（千円）
650,000 608,280 1,018,589 △197,079 2,079,789

連結会計年度中の

変動額（千円）
     

   新株の発行 402,000 400,500   802,500

   剰余金の配当   △79,492  △79,492

   利益処分による

   役員賞与
  △17,789  △17,789

   当期純利益   249,940  249,940

   自己株式の取得    △103,323 △103,323

株主資本以外の

項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

     

連結会計年度中の

変動額合計（千円）
402,000 400,500 152,659 △103,323 851,835

 平成18年12月31日

 残高（千円）
1,052,000 1,008,780 1,171,248 △300,403 2,931,625

　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 平成17年12月31日

 残高（千円）
13,052 13,052 16,857 2,109,699
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　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

連結会計年度中の

変動額（千円）
    

   新株の発行    802,500

   剰余金の配当    △79,492

   利益処分による

   役員賞与
   △17,789

   当期純利益    249,940

   自己株式の取得    △103,323

株主資本以外の

項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

5,068 5,068 4,876 9,945

連結会計年度中の

変動額合計（千円）
5,068 5,068 4,876 861,781

 平成18年12月31日

 残高（千円）
18,121 18,121 21,733 2,971,480

　（訂正後）

　 　 　 株主資本 　 　

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成17年12月31日

 残高（千円）
650,000 608,280 1,018,589 △197,079 2,079,789

連結会計年度中の

変動額（千円）
     

   新株の発行 402,000 400,500   802,500

   剰余金の配当   △79,492  △79,492

   利益処分による

   役員賞与
  △17,789  △17,789

   当期純利益   238,951  238,951

   自己株式の取得    △103,323 △103,323

株主資本以外の

項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

     

連結会計年度中の

変動額合計（千円）
402,000 400,500 141,669 △103,323 840,845

 平成18年12月31日

 残高（千円）
1,052,000 1,008,780 1,160,259 △300,403 2,920,635

　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 平成17年12月31日

 残高（千円）
13,052 13,052 16,857 2,109,699

連結会計年度中の

変動額（千円）
    

   新株の発行    802,500

   剰余金の配当    △79,492

   利益処分による

   役員賞与
   △17,789

   当期純利益    238,951

   自己株式の取得    △103,323

株主資本以外の

項目の連結会計

年度中の変動額

（純額）

4,448 4,448 4,136 8,585

連結会計年度中の

変動額合計（千円）
4,448 4,448 4,136 849,431
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　  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

少数株主持分 

 

純資産合計  

 

 平成18年12月31日

 残高（千円）
17,501 17,501 20,993 2,959,130

　④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　（訂正前）

　
　

前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
　    

１　税金等調整前中間（当期）純

利益
　 228,417 514,494 554,016

２　減価償却費 　 28,645 34,687 58,487

３　繰延資産償却額 　 1,722 ― 2,930

４　役員退職慰労引当金の増減額

（減少：△）
　 6,293 5,892 11,073

５　退職給付引当金の増減額（減

少：△）
　 16,205 13,557 20,957

６　賞与引当金の増減額（減少：

△）
　 28,117 23,120 ―

７　役員賞与引当金の増減額（減

少：△）
　 9,900 10,100 ―

８　貸倒引当金の増減額（減少：

△）
　 6,765 △469 △1,724

９　受取利息及び受取配当金 　 △11,727 △46,774 △46,328

10　支払利息 　 9,324 4,411 14,474

11　金利スワップ評価益 　 △3,138 ― △3,138

12　関係会社株式売却益 　 ― ― △176

13　関係会社株式売却損 　 7,723 ― 7,723

14　関係会社株式評価損 　 ― ― 13,618

15　投資有価証券売却益 　 △46,025 ― △46,579

16　投資有価証券評価損 　 27,369 ― ―

17　投資有価証券売却損 　 ― ― 21,585

18　固定資産除却損 　 263 48 1,795

19　減損損失 　 70,060 ― 70,060

20　役員賞与の支払額 　 △18,000 ― △18,000

21　売上債権の増減額
　（増加：△）

　 206,011 399,515 △158,454

22　たな卸資産の増減額
　（増加：△）

　 △164,004 △185,307 32,774

23　仕入債務の増減額
　（減少：△）

　 16,403 24,571 57,787

24　未払消費税等の増減額
　（減少：△）

　 △5,752 △1,613 12,941

25　その他 　 △61,160 4,436 48,208
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前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

小計 　 353,419 800,673 654,035
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前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

26　利息及び配当金の受取額 　 7,805 49,609 29,701

27　利息の支払額 　 △9,567 △5,510 △14,603

28　法人税等の支払額 　 △132,154 △212,747 △238,810

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
　 219,502 632,025 430,322

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
　    

１　定期預金の純増減額（増加：

△）
　 207,172 161,904 232,172

２　有価証券の売却による収入 　 ― ― 59,220

３　投資有価証券の取得による支

出
　 △401,216 △125,683 △1,007,013

４　投資有価証券の売却による収

入
　 64,400 ― 84,514

５　投資有価証券の償還による収

入
　 ― ― 106,000

６　有形固定資産の取得による支

出
　 △10,808 △37,762 △72,403

７　有形固定資産の売却による収

入
　 ― ― 3,700

８　無形固定資産の取得による支

出
　 △21,553 △3,346 △50,882

９　連結範囲の変更を伴う関係会

社株式の売却による収入
　 127,287 ― 127,287

10　関係会社株式の売却による収
入

　 ― ― 3,600

11　会員権等取得による支出 　 ― ― △6,101

12　会員権等売却による収入 　 ― ― 1,700

13　貸付による支出 　 △10,900 △23,000 △10,900

14　貸付金の回収による収入 　 51,330 10,000 52,630

15　その他 　 ― △50,000 ―

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
　 5,712 △67,888 △476,475
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前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
　    

１　短期借入金の純増減額（減

少：△）
　 △159,800 △59,600 △111,500

２　長期借入れによる収入 　 100,000 190,000 100,000

３　長期借入金の返済による支出 　 △126,006 △99,638 △238,612

４　社債償還による支出 　 △120,000 △20,000 △120,000

５　増資による払込額 　 802,500 ― 802,500

６　自己株式取得による支出 　 △56,763 △66,099 △103,323

７　配当金の支払額 　 △32,926 △46,007 △79,492

８　少数株主への配当金の支払額 　 ― △950 ―

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
　 407,004 △102,294 249,571

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額

（減少：△）
　 632,219 461,842 203,418

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 　 723,283 926,701 723,283

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
※１ 1,355,502 1,388,544 926,701

　 　    

　（訂正後）

　
　

前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
　    

１　税金等調整前中間（当期）純

利益
　 212,617 533,499 542,286

２　減価償却費 　 28,645 34,687 58,487

３　繰延資産償却額 　 1,722 ― 2,930

４　役員退職慰労引当金の増減額

（減少：△）
　 6,293 5,892 11,073

５　退職給付引当金の増減額（減

少：△）
　 16,205 13,557 20,957

６　賞与引当金の増減額（減少：

△）
　 28,117 23,120 ―

７　役員賞与引当金の増減額（減

少：△）
　 9,900 10,100 ―

８　貸倒引当金の増減額（減少：

△）
　 6,765 △469 △1,724
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前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

９　受取利息及び受取配当金 　 △11,727 △46,774 △46,328

10　支払利息 　 9,324 4,411 14,474

11　金利スワップ評価益 　 △3,138 ― △3,138

12　関係会社株式売却益 　 ― ― △176

13　関係会社株式売却損 　 7,723 ― 7,723

14　関係会社株式評価損 　 ― ― 13,618

15　運用有価証券評価益 　 ― △19,005 ―

16　投資有価証券売却益 　 △46,025 ― △46,579

17　運用有価証券評価損 　 15,800 ― 11,730

18　投資有価証券評価損 　 27,369 ― ―

19　投資有価証券売却損 　 ― ― 21,585

20　固定資産除却損 　 263 48 1,795

21　減損損失 　 70,060 ― 70,060

22　役員賞与の支払額 　 △18,000 ― △18,000

23　売上債権の増減額
　（増加：△）

　 206,011 399,515 △158,454

24　たな卸資産の増減額
　（増加：△）

　 △164,004 △185,307 32,774

25　仕入債務の増減額
　（減少：△）

　 16,403 24,571 57,787

26　未払消費税等の増減額
　（減少：△）

　 △5,752 △1,613 12,941

27　その他 　 △61,160 4,436 48,208

小計 　 353,419 800,673 654,035
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前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

28　利息及び配当金の受取額 　 7,805 49,609 29,701

29　利息の支払額 　 △9,567 △5,510 △14,603

30　法人税等の支払額 　 △132,154 △212,747 △238,810

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
　 219,502 632,025 430,322

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
　    

１　定期預金の純増減額（増加：

△）
　 207,172 161,904 232,172

２　有価証券の売却による収入 　 ― ― 59,220

３　投資有価証券の取得による支

出
　 △401,216 △125,683 △1,007,013

４　投資有価証券の売却による収

入
　 64,400 ― 84,514

５　投資有価証券の償還による収

入
　 ― ― 106,000

６　有形固定資産の取得による支

出
　 △10,808 △37,762 △72,403

７　有形固定資産の売却による収

入
　 ― ― 3,700

８　無形固定資産の取得による支

出
　 △21,553 △3,346 △50,882

９　連結範囲の変更を伴う関係会

社株式の売却による収入
　 127,287 ― 127,287

10　関係会社株式の売却による収
入

　 ― ― 3,600

11　会員権等取得による支出 　 ― ― △6,101

12　会員権等売却による収入 　 ― ― 1,700

13　貸付による支出 　 △10,900 △23,000 △10,900

14　貸付金の回収による収入 　 51,330 10,000 52,630

15　その他 　 ― △50,000 ―

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
　 5,712 △67,888 △476,475
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前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
　    

１　短期借入金の純増減額（減

少：△）
　 △159,800 △59,600 △111,500

２　長期借入れによる収入 　 100,000 190,000 100,000

３　長期借入金の返済による支出 　 △126,006 △99,638 △238,612

４　社債償還による支出 　 △120,000 △20,000 △120,000

５　増資による払込額 　 802,500 ― 802,500

６　自己株式取得による支出 　 △56,763 △66,099 △103,323

７　配当金の支払額 　 △32,926 △46,007 △79,492

８　少数株主への配当金の支払額 　 ― △950 ―

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
　 407,004 △102,294 249,571

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額

（減少：△）
　 632,219 461,842 203,418

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 　 723,283 926,701 723,283

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
※１ 1,355,502 1,388,544 926,701

　 　    

　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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

　 　 　

(1）重要な資産の評価基準

および評価方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

 　　　　償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

イ　有価証券

満期保有目的の債券

 　　　　　　 同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ　有価証券

満期保有目的の債券

 　　　　     同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

　 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

　（訂正後）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

４　会計処理基準に関する事

項
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(1）重要な資産の評価基準

および評価方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

 　　　　償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

　なお、組込デリバティブを

区分して測定することがで

きない複合金融商品は、全体

を時価評価し、評価差額を営

業外損益に計上しておりま

す。

イ　有価証券

満期保有目的の債券

 　　　　　　 同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ　有価証券

満期保有目的の債券

 　　　　     同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

　なお、組込デリバティブを

区分して測定することがで

きない複合金融商品は、全体

を時価評価し、評価差額を営

業外損益に計上しておりま

す。

　 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　（訂正前）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準）　 
　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基
準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年
12月９日）を適用しております。
　従来の資本の部の合計に相当する金額は、
2,857,153千円であります。

 ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準）
　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第
５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12
月９日）を適用しております。
従来の資本の部の合計に相当する金額は、
2,949,746千円であります。

（固定資産の減損に係る会計基準）　 

　当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前中間純利益は、

70,060千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、資産の金額

から直接控除しております。

　 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審議会　平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は、70,060

千円減少しております。

  なお、減損損失累計額については、資産の金額

から直接控除しております。 

 　 (役員賞与に関する会計基準)

  当連結会計年度より、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。これにより、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ19,800千円減少しております。

　（訂正後）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準）　 
　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基
準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年
12月９日）を適用しております。
　従来の資本の部の合計に相当する金額は、
2,850,770千円であります。

 ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準）
　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第
５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12
月９日）を適用しております。
従来の資本の部の合計に相当する金額は、
2,938,137千円であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）　 

　当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前中間純利益は、

70,060千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、資産の金額

から直接控除しております。

　 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審議会　平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は、70,060

千円減少しております。

  なお、減損損失累計額については、資産の金額

から直接控除しております。 

 　 (役員賞与に関する会計基準)

  当連結会計年度より、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。これにより、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ19,800千円減少しております。

　注記事項

　（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）（平成18年６月30日）

　（訂正前）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 157,494 164,993 7,498

(2）その他 459,687 444,565 △15,121

合計 617,182 609,559 △7,623

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1) 満期保有目的の債券  

　  非上場外国債券 300,000

(2) その他有価証券  

　非上場株式 39,214

　転換社債 20,000

　中期国債ファンド 10,053

　キャッシュ・マネジメント・ファンド 200,068

　キャッシュ・ファンド 903

合計 570,238

　　（訂正後）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類 
中間連結貸借対照表計上

額（千円）
　　　時価（千円） 差額（千円）

　外国債券 300,000 261,150 △38,850

合計 300,000 261,150 △38,850

２　その他有価証券で時価のあるもの
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種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 157,494 164,993 7,498

(2）債券    

      その他 300,000 284,200 △15,800

(3）その他 159,687 160,365 678

合計 617,182 609,559 △7,623

　（注）「債券（その他）」の中には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その

　　　評価損益15,800千円は中間連結損益計算書の営業外費用に計上しております。

３　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 39,214

　転換社債 20,000

　中期国債ファンド 10,053

　キャッシュ・マネジメント・ファンド 200,068

　キャッシュ・ファンド 903

合計 270,238

（当中間連結会計期間末）（平成19年６月30日）

　（訂正前）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類 
 中間連結貸借対照表計上
 額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

外国債券 700,000 591,560 △108,440

合計 700,000 591,560 △108,440

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 119,460 157,688 38,228

(2）その他 599,460 602,270 2,810

合計 718,920 759,958 41,038

３　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券  

　非上場株式 68,714

　マネー・マネジメント・ファンド 150,601

　キャッシュ・ファンド 50,045

合計 269,360

（訂正後）
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１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類 
 中間連結貸借対照表計上
 額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

外国債券 500,000 386,580 △113,420

合計 500,000 386,580 △113,420

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 119,460 157,688 38,228

(2）債券    

その他 699,460 706,525 7,065

(3）その他 100,000 100,060 60

合計 918,920 964,273 45,353

　（注）「債券（その他）」の中には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その

　　　評価損益19,005千円は中間連結損益計算書の営業外収益に計上しております。

３　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券  

　非上場株式 68,714

　マネー・マネジメント・ファンド 150,601

　キャッシュ・ファンド 50,045

合計 269,360

（前連結会計年度末）（平成18年12月31日）

　（訂正前）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 118,236 147,451 29,214

(2）その他 500,000 501,190 1,190

合計 618,236 648,641 30,404

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)満期保有目的の債券  

　 非上場外国債券 700,000

(2)その他有価証券  

 非上場株式 43,714

 マネー・マネジメント・ファンド 200,036

合計 943,750
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　（訂正後）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
連結貸借対照表計上額

 　　　 （千円）
時価（千円） 差額（千円）

外国債券 500,000 488,000 △12,000

合計 500,000 488,000 △12,000

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 118,236 147,451 29,214

(2）債券    

その他 600,000 588,270 △11,730

(3）その他 100,000 100,150 150

合計 818,236 835,871 17,634

　（注）「債券（その他）」の中には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その

　　　評価損益11,730千円は連結損益計算書の営業外費用に計上しております。

３　時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 43,714

マネー・マネジメント・ファンド 200,036

合計 243,750

　（デリバティブ取引関係）

　（訂正前）

（前中間連結会計期間末）（平成18年６月30日）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、中間期末残高がないため該当事項はありません。

（当中間連結会計期間末）（平成19年６月30日）

ヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。

（前連結会計年度末）（平成18年12月31日）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、期末残高がないため該当事項はありません。 

　（訂正後）

　　前中間連結会計期間末（平成18年６月30日）、当中間連結会計期間末（平成19年６月30日）および前連結会計年度末

（平成18年12月31日）において、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は注記の対象から除いております。また

組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「（有価証券関

係）2.その他有価証券で時価のあるもの」に含めて記載しております。

EDINET提出書類

株式会社　ソルクシーズ(E05198)

訂正半期報告書

31/50



　（１株当たり情報）

　（訂正前）

前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 306円  78銭

１株当たり中間純利益金額    8円　34銭

１株当たり純資産額   345円 67銭

１株当たり中間純利益金額   31円　73銭

１株当たり純資産額  320円　58銭

１株当たり当期純利益金額   28円　20銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、希薄化効果を有する潜在株式が

ないため、記載しておりません。

　当社は、平成18年２月17日付で株式１株につ

き1.2株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

 前中間連結会計

 期間
前連結会計年度

 １株当たり純資産額

 　260円　53銭

 １株当たり純資産額

 　262円　56銭

 １株当たり中間純利

益金額

 　 16円　54銭

 １株当たり当期純利

益金額

 　 26円　58銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、希薄化効果を有する潜在株式が

ないため、記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、希薄化効果を有する潜在株式が

ないため、記載しておりません。

　当社は、平成18年２月17日付で株式１株につ

き1.2株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度

 １株当たり純資産額

 　262円　56銭

 １株当たり当期純利益金額

 　 26円　58銭

１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

中間連結損益計算書上

の中間純利益
  70,573千円

普通株式に係る中間純

利益
  70,573千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株

式数
 8,457,235株

中間連結損益計算書上

の中間純利益
 290,040千円

普通株式に係る中間純

利益
 290,040千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株

式数
 9,140,621株

連結損益計算書上の当

期純利益  249,940千円

普通株式に係る当期純

利益
 249,940千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。

普通株式の期中平均株

式数
 8,862,128株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要　

   平成18年3月30日定時株主総会決議ストッ

   クオプション（新株予約権の数 6,000

   個）普通株式　600,000株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要　

   平成18年3月30日定時株主総会決議ストッ

   クオプション（新株予約権の数 5,850

   個）普通株式　585,000株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要　

   平成18年3月30日定時株主総会決議ストッ

   クオプション（新株予約権の数 6,000

   個）普通株式　600,000株

　（訂正後）

前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 306円  10銭

１株当たり中間純利益金額    6円　48銭

１株当たり純資産額   346円 25銭

１株当たり中間純利益金額   33円　70銭

１株当たり純資産額  319円　31銭

１株当たり当期純利益金額   26円　96銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、希薄化効果を有する潜在株式が

ないため、記載しておりません。

　当社は、平成18年２月17日付で株式１株につ

き1.2株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

 前中間連結会計

 期間
前連結会計年度

 １株当たり純資産額

 　260円　53銭

 １株当たり純資産額

 　262円　56銭

 １株当たり中間純利

益金額

 　 16円　54銭

 １株当たり当期純利

益金額

 　 26円　58銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、希薄化効果を有する潜在株式が

ないため、記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、希薄化効果を有する潜在株式が

ないため、記載しておりません。

　当社は、平成18年２月17日付で株式１株につ

き1.2株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度

 １株当たり純資産額

 　262円　56銭

 １株当たり当期純利益金額

 　 26円　58銭

１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
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前中間連結会計期間

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

 （自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

中間連結損益計算書上

の中間純利益
  54,773千円

普通株式に係る中間純

利益
  54,773千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株

式数
 8,457,235株

中間連結損益計算書上

の中間純利益
 308,054千円

普通株式に係る中間純

利益
 308,054千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株

式数
 9,140,621株

連結損益計算書上の当

期純利益  238,951千円

普通株式に係る当期純

利益
 238,951千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。

普通株式の期中平均株

式数
 8,862,128株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要　

   平成18年3月30日定時株主総会決議ストッ

   クオプション（新株予約権の数 6,000

   個）普通株式　600,000株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要　

   平成18年3月30日定時株主総会決議ストッ

   クオプション（新株予約権の数 5,850

   個）普通株式　585,000株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要　

   平成18年3月30日定時株主総会決議ストッ

   クオプション（新株予約権の数 6,000

   個）普通株式　600,000株

EDINET提出書類

株式会社　ソルクシーズ(E05198)

訂正半期報告書

33/50



　２【中間財務諸表等】

  （1）【中間財務諸表】

　  ①【中間貸借対照表】

　（訂正前）

　
　

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31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
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１　現金及び預金 ※２ 1,056,283   1,024,661   771,971   

２　受取手形 ※４ 33,026   27,834   31,608   

３　売掛金 　 1,244,579   1,251,826   1,625,902   

４　有価証券 　 290,171   200,646   200,036   

５　たな卸資産 　 310,843   261,463   84,413   

６　その他 　 68,937   128,909   86,325   

　　貸倒引当金 　 △6,750   △7,304   ―   

流動資産合計 　  2,997,093 56.4  2,888,037 50.3  2,800,258 50.3

Ⅱ　固定資産 　          

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 51,830   78,043   81,963   

(2）機械装置 　 33,496   29,570   29,138   

(3）車両運搬具 　 2,547   5,536   6,587   

(4）工具・器具及び備
品

　 3,900   14,563   14,495   

(5）土地 ※２ 520,426   520,426   520,426   

　　　 計 　 612,200   648,140   652,610   

２　無形固定資産 　 100,832   106,489   118,161   

３　投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 ※２ 862,626   1,251,942   1,165,355   

(2）関係会社株式 　 ―   309,353   279,353   

(3）繰延税金資産 　 273,457   268,027   265,528   

(4）その他 ※２ 469,199   265,663   286,457   

    貸倒引当金 　 △2,020   ―   ―   

  　  計 　 1,603,263   2,094,986   1,996,695   

固定資産合計 　  2,316,296 43.6  2,849,615 49.7  2,767,467 49.7

Ⅲ　繰延資産 　  583 0.0  ― ―  ― ―

資産合計 　  5,313,972 100.0  5,737,653 100.0  5,567,725 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31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 　  556,155   633,621   593,442  

２　短期借入金 ※２  288,700   277,400   327,000  

３　１年内償還予定社債 　  20,000   20,000   20,000  

４　１年以内返済予定長
期借入金

※２  212,244   197,680   165,916  

５　未払法人税等 　  153,711   193,915   194,515  

６　役員賞与引当金 　  9,900   10,100   ―  

７　その他 ※３  194,464   294,352   379,400  

流動負債合計 　  1,435,176 27.0  1,627,069 28.3  1,680,275 30.1

Ⅱ　固定負債 　          

１　社債 　  220,000   200,000   220,000  

２　長期借入金 ※２  170,080   162,400   103,802  

３　退職給付引当金 　  600,842   612,356   602,262  

４　役員退職慰労引当金 　  80,047   89,308   83,965  

５　その他 　  ―   1,425   1,425  

固定負債合計 　  1,070,969 20.2  1,065,489 18.6  1,011,454 18.2

負債合計 　  2,506,146 47.2  2,692,559 46.9  2,691,730 48.3

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

　１　資本金 　  1,052,000 19.8  1,052,000 18.3  1,052,000 18.9

　２　資本剰余金 　          

　（1） 資本準備金 　 1,008,780   1,008,780   1,008,780   

　　　資本剰余金合計 　  1,008,780 19.0  1,008,780 17.6  1,008,780 18.1

　３　利益剰余金 　          

　（1） 利益準備金 　 38,360   38,360   38,360   

　（2） その他利益剰余金 　          

　　　　別途積立金 　 550,000   550,000   550,000   

　　　　繰越利益剰余金 　 400,760   735,370   509,137   

　　　利益剰余金合計 　  989,120 18.6  1,323,730 23.1  1,097,497 19.7

　４　自己株式 　  △253,843 △4.8  △366,503 △6.4  △300,403 △5.4

　　株主資本合計 　  2,796,057 52.6  3,018,007 52.6  2,857,874 51.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

　１　その他有価証券評価
差額金

　  11,769 0.2  27,086 0.5  18,121 0.4

　　評価・換算差額等合計 　  11,769 0.2  27,086 0.5  18,121 0.4

　　純資産合計 　  2,807,826 52.8  3,045,094 53.1  2,875,995 51.7

　　負債純資産合計 　  5,313,972 100.0  5,737,653 100.0  5,567,725 100.0

　 　          

　（訂正後）

　
　

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31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
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１　現金及び預金 ※２ 1,056,283   1,024,661   771,971   

２　受取手形 ※４ 33,026   27,834   31,608   
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31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
（％）

３　売掛金 　 1,244,579   1,251,826   1,625,902   

４　有価証券 　 290,171   200,646   200,036   

５　たな卸資産 　 310,843   261,463   84,413   

６　その他 　 68,937   128,909   86,325   

　　貸倒引当金 　 △6,750   △7,304   ―   

流動資産合計 　  2,997,093 56.5  2,888,037 50.3  2,800,258 50.3

Ⅱ　固定資産 　          

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 51,830   78,043   81,963   

(2）機械装置 　 33,496   29,570   29,138   

(3）車両運搬具 　 2,547   5,536   6,587   

(4）工具・器具及び備
品

　 3,900   14,563   14,495   

(5）土地 ※２ 520,426   520,426   520,426   

　　　 計 　 612,200   648,140   652,610   

２　無形固定資産 　 100,832   106,489   118,161   

３　投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 ※２ 862,626   1,251,942   1,165,355   

(2）関係会社株式 　 ―   309,353   279,353   

(3）繰延税金資産 　 267,074   269,232   265,948   

(4）その他 ※２ 469,199   265,663   286,457   

    貸倒引当金 　 △2,020   ―   ―   

  　  計 　 1,596,880   2,096,191   1,997,115   

固定資産合計 　  2,309,913 43.5  2,850,820 49.7  2,767,887 49.7

Ⅲ　繰延資産 　  583 0.0  ― ―  ― ―

資産合計 　  5,307,589 100.0  5,738,858 100.0  5,568,145 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31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 　  556,155   633,621   593,442  

２　短期借入金 ※２  288,700   277,400   327,000  

３　１年内償還予定社債 　  20,000   20,000   20,000  

４　１年以内返済予定長
期借入金

※２  212,244   197,680   165,916  

５　未払法人税等 　  153,711   193,915   194,515  

６　役員賞与引当金 　  9,900   10,100   ―  

７　その他 ※３  194,464   294,352   379,400  

流動負債合計 　  1,435,176 27.0  1,627,069 28.3  1,680,275 30.1

Ⅱ　固定負債 　          

１　社債 　  220,000   200,000   220,000  

２　長期借入金 ※２  170,080   162,400   103,802  

３　退職給付引当金 　  600,842   612,356   602,262  

４　役員退職慰労引当金 　  80,047   89,308   83,965  

５　その他 　  ―   1,425   1,425  

固定負債合計 　  1,070,969 20.2  1,065,489 18.6  1,011,454 18.2

負債合計 　  2,506,146 47.2  2,692,559 46.9  2,691,730 48.3

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

　１　資本金 　  1,052,000 19.8  1,052,000 18.3  1,052,000 18.9

　２　資本剰余金 　          

　（1） 資本準備金 　 1,008,780   1,008,780   1,008,780   

　　　資本剰余金合計 　  1,008,780 19.0  1,008,780 17.6  1,008,780 18.1

　３　利益剰余金 　          

　（1） 利益準備金 　 38,360   38,360   38,360   

　（2） その他利益剰余金 　          

　　　　別途積立金 　 550,000   550,000   550,000   

　　　　繰越利益剰余金 　 384,960   738,330   510,177   

　　　利益剰余金合計 　  973,320 18.4  1,326,690 23.1  1,098,537 19.7

　４　自己株式 　  △253,843 △4.8  △366,503 △6.4  △300,403 △5.4

　　株主資本合計 　  2,780,257 52.4  3,020,967 52.6  2,858,914 51.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

　１　その他有価証券評価
差額金

　  21,185 0.4  25,330 0.5  17,501 0.4

　　評価・換算差額等合計 　  21,185 0.4  25,330 0.5  17,501 0.4

　　純資産合計 　  2,801,443 52.8  3,046,298 53.1  2,876,415 51.7

　　負債純資産合計 　  5,307,589 100.0  5,738,858 100.0  5,568,145 100.0

　 　          

　②【中間損益計算書】

　（訂正前）

　 　
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  3,457,466 100.0  3,870,599 100.0  7,656,675 100.0

Ⅱ　売上原価 　  2,810,582 81.3  3,056,631 79.0  6,297,943 82.3

売上総利益 　  646,883 18.7  813,968 21.0  1,358,732 17.7
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

　  400,457 11.6  406,850 10.5  820,629 10.7

営業利益 　  246,426 7.1  407,118 10.5  538,102 7.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  20,570 0.6  64,959 1.7  62,933 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  19,189 0.5  12,517 0.3  19,675 0.2

経常利益 　  247,807 7.2  459,559 11.9  581,360 7.6

Ⅵ　特別利益 ※３  111,025 3.2  ― ―  112,639 1.4

Ⅶ　特別損失
※4、6
７

 132,559 3.8  48 0.0  185,153 2.4

税引前中間（当
期）純利益

　  226,272 6.6  459,511 11.9  508,846 6.6

法人税、住民税及
び事業税

　 145,054   193,053   270,536   

法人税等調整額 　 △14,568 130,485 3.8 △5,782 187,270 4.9 △12,419 258,116 3.3

中間（当期）純
利益

　  95,786 2.8  272,240 7.0  250,729 3.3

　 　          

　（訂正後）

　 　
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  3,457,466 100.0  3,870,599 100.0  7,656,675 100.0

Ⅱ　売上原価 　  2,810,582 81.3  3,056,631 79.0  6,297,943 82.3

売上総利益 　  646,883 18.7  813,968 21.0  1,358,732 17.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

　  400,457 11.6  406,850 10.5  820,629 10.7

営業利益 　  246,426 7.1  407,118 10.5  538,102 7.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  20,570 0.6  66,879 1.7  63,973 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  34,989 1.0  12,517 0.3  19,675 0.2

経常利益 　  232,007 6.7  461,479 11.9  582,400 7.6

Ⅵ　特別利益 ※３  111,025 3.2  ― ―  112,639 1.4

Ⅶ　特別損失
※4、6
７

 132,559 3.8  48 0.0  185,153 2.4

税引前中間（当
期）純利益

　  210,472 6.1  461,431 11.9  509,886 6.6

法人税、住民税及
び事業税

　 145,054   193,053   270,536   

法人税等調整額 　 △14,568 130,485 3.8 △5,782 187,270 4.8 △12,419 258,116 3.3

中間（当期）純
利益

　  79,986 2.3  274,160 7.1  251,769 3.3

　 　          

　③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

　（訂正前）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
650,000 608,280 608,280 38,360 550,000 354,900 943,260 △197,079 2,004,460
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

中間会計期間中の変動額

（千円）
         

新株の発行 402,000 400,500 400,500      802,500

剰余金の配当      △32,926 △32,926  △32,926

利益処分による役員賞与      △17,000 △17,000  △17,000

中間純利益      95,786 95,786  95,786

自己株式の取得        △56,763 △56,763

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
402,000 400,500 400,500 ― ― 45,860 45,860 △56,763 791,596

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,052,000 1,008,780 1,008,780 38,360 550,000 400,760 989,120 △253,843 2,796,057

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
13,052 13,052 2,017,513

中間会計期間中の変動額

（千円）
   

新株の発行   802,500

剰余金の配当   △32,926

利益処分による役員賞与   △17,000

中間純利益   95,786

自己株式の取得   △56,763

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△1,283 △1,283 △1,283

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△1,283 △1,283 790,313

平成18年６月30日　残高

（千円）
11,769 11,769 2,807,826

　（訂正後）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
650,000 608,280 608,280 38,360 550,000 354,900 943,260 △197,079 2,004,460

中間会計期間中の変動額

（千円）
         

新株の発行 402,000 400,500 400,500      802,500

剰余金の配当      △32,926 △32,926  △32,926

利益処分による役員賞与      △17,000 △17,000  △17,000

中間純利益      79,986 79,986  79,986

自己株式の取得        △56,763 △56,763
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
402,000 400,500 400,500 ― ― 30,060 30,060 △56,763 775,796

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,052,000 1,008,780 1,008,780 38,360 550,000 384,960 973,320 △253,843 2,780,257

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
13,052 13,052 2,017,513

中間会計期間中の変動額

（千円）
   

新株の発行   802,500

剰余金の配当   △32,926

利益処分による役員賞与   △17,000

中間純利益   79,986

自己株式の取得   △56,763

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
8,133 8,133 8,133

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
8,133 8,133 783,930

平成18年６月30日　残高

（千円）
21,185 21,185 2,801,443

当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

　（訂正前）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,052,000 1,008,780 1,008,780 38,360 550,000 509,137 1,097,497 △300,403 2,857,874

中間会計期間中の変動額

（千円）
         

剰余金の配当      △46,007 △46,007  △46,007

中間純利益      272,240 272,240  272,240

自己株式の取得        △66,099 △66,099

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― ― ― 226,233 226,233 △66,099 160,133

平成19年６月30日　残高

（千円）
1,052,000 1,008,780 1,008,780 38,360 550,000 735,370 1,323,730 △366,503 3,018,007
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評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日　残高

（千円）
18,121 18,121 2,875,995

中間会計期間中の変動額

（千円）
   

剰余金の配当   △46,007

中間純利益   272,240

自己株式の取得   △66,099

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
8,964 8,964 8,964

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
8,964 8,964 169,098

平成19年６月30日　残高

（千円）
27,086 27,086 3,045,094

　（訂正後）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,052,000 1,008,780 1,008,780 38,360 550,000 510,177 1,098,537 △300,403 2,858,914

中間会計期間中の変動額

（千円）
         

剰余金の配当      △46,007 △46,007  △46,007

中間純利益      274,160 274,160  274,160

自己株式の取得        △66,099 △66,099

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― ― ― 228,153 228,153 △66,099 162,053

平成19年６月30日　残高

（千円）
1,052,000 1,008,780 1,008,780 38,360 550,000 738,330 1,326,690 △366,503 3,020,967

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日　残高

（千円）
17,501 17,501 2,876,415

中間会計期間中の変動額

（千円）
   

剰余金の配当   △46,007

中間純利益   274,160

自己株式の取得   △66,099

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
7,829 7,829 7,829

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
7,829 7,829 169,882

平成19年６月30日　残高

（千円）
25,330 25,330 3,046,298

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　（訂正前）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
650,000 608,280 608,280 38,360 550,000 354,900 943,260 △197,079 2,004,460

事業年度中の変動額

（千円）
         

新株の発行 402,000 400,500 400,500      802,500

剰余金の配当      △79,492 △79,492  △79,492

利益処分による役員賞与      △17,000 △17,000  △17,000

当期純利益      250,729 250,729  250,729

自己株式の取得        △103,323 △103,323

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
         

事業年度中の変動額合計

（千円）
402,000 400,500 400,500 ― ― 154,237 154,237 △103,323 853,413

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,052,000 1,008,780 1,008,780 38,360 550,000 509,137 1,097,497 △300,403 2,857,874

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
13,052 13,052 2,017,513

事業年度中の変動額

（千円）
   

新株の発行   802,500

剰余金の配当   △79,492

利益処分による役員賞与   △17,000

当期純利益   250,729

自己株式の取得   △103,323

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
5,068 5,068 5,068

事業年度中の変動額合計

（千円）
5,068 5,068 858,482

平成18年12月31日　残高

（千円）
18,121 18,121 2,875,995

　（訂正後）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
650,000 608,280 608,280 38,360 550,000 354,900 943,260 △197,079 2,004,460

事業年度中の変動額

（千円）
         

新株の発行 402,000 400,500 400,500      802,500

剰余金の配当      △79,492 △79,492  △79,492

利益処分による役員賞与      △17,000 △17,000  △17,000

当期純利益      251,769 251,769  251,769

EDINET提出書類

株式会社　ソルクシーズ(E05198)

訂正半期報告書

42/50



 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

自己株式の取得        △103,323 △103,323

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
         

事業年度中の変動額合計

（千円）
402,000 400,500 400,500 ― ― 155,277 155,277 △103,323 854,453

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,052,000 1,008,780 1,008,780 38,360 550,000 510,177 1,098,537 △300,403 2,858,914

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
13,052 13,052 2,017,513

事業年度中の変動額

（千円）
   

新株の発行   802,500

剰余金の配当   △79,492

利益処分による役員賞与   △17,000

当期純利益   251,769

自己株式の取得   △103,323

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
4,448 4,448 4,448

事業年度中の変動額合計

（千円）
4,448 4,448 858,902

平成18年12月31日　残高

（千円）
17,501 17,501 2,876,415

　中間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 前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　資産の評価基準および評

価方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株

式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株

式

同左

　 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

　　　 同左

満期保有目的の債券

同左

　 その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　　　 同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

　 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

　（訂正後）
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項目 前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　資産の評価基準および評

価方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株

式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株

式

同左

　 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

　　　 同左

満期保有目的の債券

同左

　 その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

　なお、組込デリバティブを

区分して測定することがで

きない複合金融商品は、全体

を時価評価し、評価差額を営

業外損益に計上しておりま

す。

その他有価証券

時価のあるもの

　　　 同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

　なお、組込デリバティブを

区分して測定することがで

きない複合金融商品は、全体

を時価評価し、評価差額を営

業外損益に計上しておりま

す。

　 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

　中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準）
  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第
５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12
月９日）を適用しております。
  従来の資本の部の合計に相当する金額は、
2,807,826千円であります。

 ─────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準）
  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　
平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９
日）を適用しております。
  従来の資本の部の合計に相当する金額は、
2,875,995千円であります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税引前中間純利益は、70,060千円

減少しております。

なお、減損損失累計額については、資産の金額か

ら直接控除しております。

　 （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより税引前当期純利益は、70,060千円減少

しております。

なお、減損損失累計額については、資産の金額か

ら直接控除しております。

 　 (役員賞与に関する会計基準）

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。これにより、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

19,800千円減少しております。

　（訂正後）
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準）
  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第
５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12
月９日）を適用しております。
  従来の資本の部の合計に相当する金額は、
2,801,443千円であります。

 ─────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準）
  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　
平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９
日）を適用しております。
  従来の資本の部の合計に相当する金額は、
2,876,415千円であります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税引前中間純利益は、70,060千円

減少しております。

なお、減損損失累計額については、資産の金額か

ら直接控除しております。

　 （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより税引前当期純利益は、70,060千円減少

しております。

なお、減損損失累計額については、資産の金額か

ら直接控除しております。

 　 (役員賞与に関する会計基準）

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。これにより、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

19,800千円減少しております。

　注記事項

　（中間損益計算書関係）

　（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

受取利息      1,450千円

受取配当金      1,244千円

有価証券利息    9,294千円

不動産賃貸料      2,668千円

金利スワップ評価益      3,138千円

受取利息         924千円

受取配当金      14,177千円

有価証券利息    35,256千円

不動産賃貸料      1,744千円

受取利息        1,924千円

受取配当金        2,177千円

有価証券利息       38,017千円

不動産賃貸料        7,565千円

金利スワップ評価益        3,138千円

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

支払利息       7,850千円

貸倒引当金繰入額      6,750千円

役員保険積立金解約

損
     2,084千円

社債発行費償却      583千円

支払利息        3,337千円

貸倒引当金繰入額       7,304千円

支払利息       12,241千円

役員積立保険解約損        2,084千円

　　　略 　　　略 　　　略

　（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１　営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

受取利息      1,450千円

受取配当金      1,244千円

有価証券利息    9,294千円

不動産賃貸料      2,668千円

金利スワップ評価益      3,138千円

受取利息         924千円

受取配当金      14,177千円

有価証券利息    35,256千円

不動産賃貸料      1,744千円

運用有価証券評価益      1,920千円

受取利息        1,924千円

受取配当金        2,177千円

有価証券利息       38,017千円

不動産賃貸料        7,565千円

金利スワップ評価益        3,138千円

運用有価証券評価益        1,040千円

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２　営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

支払利息       7,850千円

貸倒引当金繰入額      6,750千円

役員保険積立金解約

損
     2,084千円

社債発行費償却      583千円

運用有価証券評価損      15,800千円

支払利息        3,337千円

貸倒引当金繰入額       7,304千円

支払利息       12,241千円

役員積立保険解約損        2,084千円

　　　略 　　　略 　　　略
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独立監査人の中間監査報告書

　 　 平成21年２月25日

株式会社ソルクシーズ 　 　

　 取締役会　御中 　

　 あずさ監査法人 　

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 鳥居     明　　㊞

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 山田 眞之助　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ソルクシーズの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年１月

１日から平成18年６月30日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ソルクシーズ及び連結子会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

 

追記情報

1. 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づ

   き中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の中間連結財務諸表について監査を行った。

2. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間よ

   り固定資産の減損に係る会計基準を適用している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。

EDINET提出書類

株式会社　ソルクシーズ(E05198)

訂正半期報告書

47/50



独立監査人の中間監査報告書

　 　 平成21年２月25日

株式会社ソルクシーズ 　 　

　 取締役会　御中 　

　 あずさ監査法人 　

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 鳥居     明　　㊞

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 山田 眞之助　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ソルクシーズの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年１月

１日から平成19年６月30日まで）に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ソルクシーズ及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

 

追記情報

1. 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づ

   き中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の中間連結財務諸表について監査を行った。

2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年8月31日開催の取締役会において、株式会社クインランドの

   連結子会社である株式会社ノイマンの全株式を譲り受けることを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結した。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　 　 平成21年２月25日

株式会社ソルクシーズ 　 　

　 取締役会　御中 　

　 あずさ監査法人 　

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 鳥居     明　　㊞

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 山田 眞之助　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ソルクシーズの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（平成18年１月１

日から平成18年６月30日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株

主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ソルクシーズの平成18年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年１月１

日から平成18年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

1. 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づ

   き中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の中間財務諸表について監査を行った。

2. 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固定資

   産の減損に係る会計基準を適用している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　 　 平成21年２月25日

株式会社ソルクシーズ 　 　

　 取締役会　御中 　

　 あずさ監査法人 　

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 鳥居     明　　㊞

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 山田 眞之助　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ソルクシーズの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第28期事業年度の中間会計期間（平成19年１月１

日から平成19年６月30日まで）に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株

主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ソルクシーズの平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年１月１

日から平成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

1. 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づ

   き中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の中間財務諸表について監査を行った。

2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年8月31日開催の取締役会において、株式会社クインランドの

   連結子会社である株式会社ノイマンの全株式を譲り受けることを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。
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