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平成 18 年 5 月 31 日 

各 位 

 
会 社 名 株式会社 ソ キ ア 

代表者名 代表取締役社長 伊  藤   仁

(コード番号 7720 東証第１部) 

問合せ先 執行役員 本社機能担当 

  大 川 雄 一

 (TEL 046 - 248 - 0068) 

 

 

(訂正)平成18年３月期中間決算短信(連結)及び平成18年３月期個別中間財務諸表の

概要の一部訂正について 
 

 

平成17年11月18日に公表いたしました「平成18年３月期 中間決算短信(連結)」及び「平成18

年３月期 個別中間財務諸表の概要」の添付資料の記載内容に一部誤りがありましたので、下記

のとおり訂正いたします。 

また、あわせて平成17年12月16日に関東財務局長に提出いたしました第61期中間期（自 平成

17年４月１日 至 平成17年９月30日）半期報告書におきましても同様の記載誤りがありました

ので、本日付で当該半期報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出し受理されましたのでお知ら

せいたします。 

 

 

記 

 

１．訂正事項 

平成 18 年３月期 中間決算短信(連結) 

４ 中間連結財務諸表等 

（1）中間連結財務諸表 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 添付資料 23 ページ（－連 23－） 

(有価証券関係) 添付資料 30 ページ（－連 30－） 

 

平成 18 年３月期 個別中間財務諸表の概要 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 添付資料 10 ページ（－単 10－） 
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２．訂正箇所 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

 

平成 18 年３月期 決算短信（連結） 

４ 中間連結財務諸表等 

（1）中間連結財務諸表 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 添付資料 23 ページ（－連 23－） 

 

（訂正前） 

 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

４ 偶発債務 

保証債務 

当社の従業員の借入に対

し、債務保証を行っておりま

す。 
従業員 
住宅ローン

8,962 千円 

計 8,962 千円 
  

 ４ 偶発債務 

保証債務 

当社の従業員の借入に対

し、債務保証を行っておりま

す。 
従業員 
住宅ローン

7,955 千円

計 7,955 千円
 

 ４ 偶発債務 

保証債務 

当社の従業員の借入に対

し、債務保証を行っておりま

す。 
従業員 
住宅ローン

8,448 千円

計 8,448 千円
 

 

（訂正後） 

 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

 ４ 偶発債務 

保証債務 

当社の従業員の借入に対

し、債務保証を行っておりま

す。 
従業員 
住宅ローン

8,962 千円 

計 8,962 千円 
  

 ４ 偶発債務 

保証債務（リース保証等） 
譲渡したリー
ス契約に係る
リース債務者

234,804 千円

従業員 
住宅ローン

7,955  〃

計 242,760 千円
  

 ４ 偶発債務 

保証債務 

当社の従業員の借入に対

し、債務保証を行っておりま

す。 
従業員 
住宅ローン

8,448 千円

計 8,448 千円
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(有価証券関係) 添付資料 30 ページ（－連 30－） 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

（訂正前） 

 

 
前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

内容 中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 663,420 130,920 663,420

非上場外国債券 － 500,000 －

マネー・ 
マネジメント・ファンド 

84,410 － 69,379

その他 1,047 1,190 1,129

計 748,878 632,110 733,929
 
 

（訂正後） 

 

 
前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

内容 中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

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 － 500,000 －

小計 － 500,000 －

(2)その他有価証券  

非上場株式 663,420 130,920 663,420

マネー・ 
マネジメント・ファンド 

84,410 － 69,379

その他 1,047 1,190 1,129

小計 748,878 132,110 733,929

合計 748,878 632,110 733,929
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平成 18 年３月期 個別中間財務諸表の概要 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 添付資料 10 ページ（－単 10－） 

 

（訂正前） 

 
 

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

 ４ 偶発債務 

保証債務(借入金保証等) 

㈱ソキアリース 1,112,703 千円 

Sokkia 
Corporation 

667,523 〃 

Sokkia B.V. 443,266 〃 

Sokkia Credit 
Corporation 

328,290 〃 

Sokkia Singapore 
Pte. Ltd. 

320,000 〃 

Sokkia Pty Ltd. 177,744 〃 

その他 67,054 〃 

計 3,116,581 千円 
  

 ４ 偶発債務 

保証債務(借入金保証等) 

㈱ソキアリース 723,117 千円

Sokkia Singapore
Pte. Ltd.

240,000 〃

その他 23,429 〃

計 986,546 千円
 

 ４ 偶発債務 

保証債務(借入金保証等) 

㈱ソキアリース 1,027,577 千円

Sokkia B.V. 465,710 〃

Sokkia Singapore 
Pte. Ltd. 

465,000 〃

Sokkia Pty Ltd. 196,121 〃

その他 30,851 〃

計 2,185,260 千円
 

 

（訂正後） 

 
 

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

 ４ 偶発債務 

保証債務(借入金保証等) 

㈱ソキアリース 1,112,703 千円 

Sokkia 
Corporation 

667,523 〃 

Sokkia B.V. 443,266 〃 

Sokkia Credit 
Corporation 

328,290 〃 

Sokkia Singapore 
Pte. Ltd. 

320,000 〃 

Sokkia Pty Ltd. 177,744 〃 

その他 67,054 〃 

計 3,116,581 千円 
  

 ４ 偶発債務 

保証債務(リース保証等) 

㈱ソキアリース 488,313 千円

Sokkia Singapore
Pte. Ltd.

240,000 〃

譲渡したリース契
約に係るリース債
務者 

234,804 〃

その他 9,095 〃

計 972,213 千円
 

 ４ 偶発債務 

保証債務(借入金保証等) 

㈱ソキアリース 1,027,577 千円

Sokkia B.V. 465,710 〃

Sokkia Singapore 
Pte. Ltd. 

465,000 〃

Sokkia Pty Ltd. 196,121 〃

その他 30,851 〃

計 2,185,260 千円
 

 

 

 

以 上 


