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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 17,050 136.6 330 20.4 340 △5.3

17年３月期 7,206 － 274 － 359 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 440 △37.2 28 92 26 25 19.7 1.9 2.0

17年３月期 701 － 50 62 － － 49.9 4.5 5.0

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 15218303株 17年３月期 13,849,991株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 23,439 2,737 11.7 160 98

17年３月期 11,928 1,726 14.5 124 65

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 17,026,701株 17年３月期 13,849,931株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 652 △4,889 4,980 1,882

17年３月期 △359 979 587 1,449

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 18社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 12社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 15,000 △290 △290

通　期 39,000 900 600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　35円24銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは平成16年９月28日、当社を持株会社として３社の子会社を持つ塩見ホールデイングスグループとして発

足し、平成17年３月末には子会社を６社持ちました。当連結会計期間においても積極的にＭ＆Ａ及び新会社設立を行ない、

設計事業５社、建設事業２社、建材事業３社、その他事業２社を傘下に納め当連結会計年度末には、子会社18社を持つグ

ループに成長しました。また、利根ジオテック株式会社（旧岩手ヒューム管工業株式会社）は、利根地下技術株式会社か

らの営業譲受により新たに建設事業を営んでおります。

　これにより、当社グループが目指す「建物のトータルコストが節減できる建築総合コンサルタント」として内容の充実

を図っております。

　事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置づけ並びに事業の種類別セグメントとの関係は次のとおりでありま

す。なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。

区分 主な事業内容 主要な会社

設　計　事　業
意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、土木

設計、土木調査、設計監理及びコンサルティング

株式会社塩見、中央設計株式会社、株式会社エネ

システム、株式会社第一土木コンサルタント(旧株

式会社的場土木コンサル)、塩見(天津)設計資詢有

限公司、株式会社田辺洋建築設計事務所

建　設　事　業

電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工

事、大工工事、鉄筋工事、地下連続壁工事、調査

工事、温泉探査、さく井工事、防災工事及び建設

工事

株式会社アペック、株式会社Ｋワークス、若松ガ

ス化学工業株式会社、株式会社北陸建材社、利根

ジオテック株式会社(旧岩手ヒューム管工業株式会

社)

建　材　事　業 コンクリート２次製品・建築資材等の製造販売

利根ジオテック株式会社(旧岩手ヒューム管工業株

式会社)、エスピー・スリー販売株式会社、インシ

ナー商事株式会社

不 動 産 事 業 不動産の賃貸 株式会社塩見、株式会社アペック

そ の 他 事 業 情報システム、有料老人ホーム経営、他
株式会社エネシステム、株式会社寿、株式会社ジェ

イジェイシー
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　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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２．経営方針

(1)会社の経営の基本方針

　当社グループは、「親切、丁寧、迅速、廉価」を社是とし、「安くて良いサービスを提供する」をモットーに、建築

総合コンサルタントとして株主、顧客、社員及び社会に貢献して企業価値を高めていくことを経営の基本方針としてお

ります。

(2)会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、利益配分につきましては、競争力並びに経営基盤の強化に必要な内部留保を勘案したうえ、配当性向を重視

し、株主に利益の還元を行なうこととしております。

　内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び将来にわたる株主の利益確保のため、今後の事業展開に向け有効

に活かしていく所存であります。

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、投資単位の引下げにつきましては、現状において株式の流動性及び投資家層の拡大の目的は果たさ

れていると認識しておりますので、今後、暫くは引下げの考えはありません。

(4)中長期的な経営戦略

　当社グループは、事業拡大と共に安定した業績を確保することを目指して「中期（３か年）経営計画」を毎期ローリ

ング方式で策定し、目標達成のための諸施策をグループの総力をあげて取り組んでおります。

　当社グループは、経営ビジョンである「建物のトータルコストを節減できる建築総合コンサルタント」を実現させる

ため、他業種との提携並びに環境事業への進出を図っております。

尚、中期経営計画の最終年度における主たる経営目標は次のとおりであります。

　　平成21年３月期経営目標（連結）

　　売上高　44,000百万円　　　経常利益　1,500百万円

(5)会社の対処すべき課題

　当社グループは、平成18年３月末で当社を含めて19社のグループに成長しましたが、個々の事業会社が自立経営をす

ることはもちろん、グループとしてシナジーを発揮し業績の向上に繋げて行くことが肝要であります。その施策の実行

をグループあげて推進します。

　①情報の共有化

営業情報の集約と発信を有効的に行い、営業効率を高めます。

　②人的資源の流動化・合理化

　事業会社が増加したことにより、部門により重複する人員が生じますので、組織の再編を含め流動化・合理化を行

ないます。また、グループの人員派遣会社により新規採用を含め、グループ内の人員の流動化・合理化を図ります。

③財務の効率化

　グループ内の資金の一元管理と有効活用するためＣＭＳ（キャッシュ・マネージメント・システム）を導入します。

④コンプライアンスの強化

　コンプライアンス体制を整備し、運用・検証を行います。

(6)親会社等に関する事項

　当社は親会社等を有していないため、当事項に記載すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

①当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、中国を中心とした海外経済の拡大に加え、個人消費の緩やかな増加や、

企業収益の改善、民間設備投資の増加、生産の増大等により雇用環境が持ち直す動きが見られ、民間需要中心に回復

基調で推移しました。しかし、原油価格の高騰により消費者物価の上昇及び業種・企業の経営に格差が生じており、

予断を許さない状況であります。

　当建築業界におきましては、大都市を中心に民間の需要は回復していますが、依然として公共事業は減少しており、

受注環境は改善されておりません。また、談合問題、構造計算偽装問題等、国民の注目を浴びる不祥事が発覚し、業

界に対する審査の目は益々厳しいものとなっております。

　このような状況のもと、当社グループは、営業情報の共有と有効利用により受注の拡大を図る一方、海外事業会社

の活用による価格競争の強化及び各事業会社の特化を進め、作業能率の向上に努めてまいりました。

　その結果、当連結会計年度の受注高は、19,638百万円（前年比149.9％増）、連結売上高は、17,050百万円（前年

比136.6％増）、経常利益340百万円（前年比5.3％減）、当期純利益440百万円（前年比37.2％減）を計上する結果と

なりました。

　なお、当連結会計年度の当社の配当金については、１株につき前期より２円増配の14円の普通配当を実施する予定

であります。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

〈設計事業〉

　設計事業は、株式会社第一土木コンサルタント、株式会社田辺洋建築設計事務所及び中国に設立した設計会社３

社が新たに当社グループに加わりました。その結果、売上高3,516百万円（前年比10.7％増）、営業利益464百万円

（前年比19.0％増）となりました。

〈建設事業〉

　建設事業は、若松ガス化学工業株式会社及び株式会社北陸建材社が新たに当社グループに加わり、利根ジオテッ

ク株式会社（旧岩手ヒューム管工業株式会社）は、利根地下技術株式会社からの営業譲受により新たに建設事業を

営んでおります。その結果、売上高11,744百万円（前年比190.5％増）、営業利益330百万円（前年比2,323％増）と

なりました。

〈建材事業〉

　建材事業は、エスピー・スリー販売株式会社、インシナー工業株式会社及びインシナー商事株式会社が、新たに

当社グループに加わりました。その結果、売上高1,703百万円、営業利益は、利根ジオテック（旧岩手ヒューム管工

業株式会社）のコンクリート二次製品等の業績不振により△82百万円となりました。（建材事業は前期の実績があ

りませんので、前年対比は行っておりません。）

〈不動産事業〉

　不動産事業は、株式会社塩見及び株式会社アペックが営む不動産賃貸等の収入でありますが、所有不動産の増加

に伴い、売上高126百万円（前年比306.4％増）、営業利益21百万円(前年比110％増)となりました。

〈その他事業〉

　その他事業は、株式会社エネシステムの情報システム関連、株式会社寿の老人介護事業及び株式会社ジェイジェ

イシーの人材派遣（株式会社ジェイジェイシーは平成18年３月15日設立のため、実質的な事業活動は当連結会計年

度は行っておりません）であります。売上高22百万円（前年比214.2％増）、営業利益は株式会社寿の老人介護事業

の立上がりのため△64百万円(前年は1百万円)となりました。

②次連結会計年度の見通し

　平成18年度のわが国経済は、民間需要中心に回復基調が続くものと思われますが、原油価格の高騰、為替の変動リ

スク、金融政策の転換等、不透明な状況は継続する事が予想されます。

　当建築業界におきましては、民間建築工事は増加するものの、官庁建築工事は低迷し、全体として受注環境は引き

続き厳しい価格競争が続くものと思われます。

　このような状況下、当社グループは、Ｍ＆Ａによる企業結合の成果により、平成19年３月期の連結業績予想として、

連結売上高39,000百万円(前年度比128.7％増)、連結経常利益900百万円(前年度比164.6％増)、連結当期純利益600百

万円(前年度比36.3％増)を予想しております。なお、受注高は43,000百万円(前年度比117.8％増)を予想しておりま

す。

　また、翌連結会計年度の年間配当金につきましては、１株当り14円の普通配当を予定しております。
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(2）財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前会計年度末と比較して743百万円増加し、1,882百万円となりま

した。

①キャッシュ・フローの状況

ａ.営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益571百万円を計上し、644百万

円の増加（前年同期は359百万円の使用）となりました。

b.投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の貸付による支出3,004百万円、有形固定資産の取得による支

出2,412百万円および新規連結子会社の取得に伴う支出1,054百万円等により4,889百万円の使用（前年同期は979百

万円の増加）となりました。

c.財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の発行による収入1,000百万円および長期借入による収

入3,621百万円等により4,980百万円の増加（前年同期は587百万円の増加）となりました。

②キャッシュ・フローの指標

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成14年３月期

（参考）

平成15年３月期

（参考） 

平成16年３月期

（参考） 

平成17年３月期

 

平成18年３月期

 

株主資本比率（％） 32.2 28.8 26.8 14.5 11.7

時価ベースの株主資本比率

（％）
－ － － 85.3 51.7

債務償還年数（年） ８年 － － － 14.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
2.7 － － － 4.1

（算定方法）

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数 ： 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

※ 当連結会計年度は、設立第二期目であるため、前連結会計年度以前のキャッシュ・フローの指標は、平成16年３月期

は株式会社塩見の連結数値、それ以前のものは、株式会社塩見の個別数値を参考として記載しております。

※ 株式会社塩見株式は、平成15年４月25日大阪証券取引所市場第２部に上場いたしましたが、それ以前は、非上場であ

り時価がありませんので時価ベースの株主資本比率は記載しておりません。

※ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は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すべての負債を対象としております。

※ 平成15年３月期、平成16年３月期及び平成17 年３月期の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオに

ついては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。

－ 6 －



４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  1,887,507   2,293,624   

２．受取手形及び完成業
務・工事未収入金等

  2,960,329   5,704,468   

３．未成業務・工事支出金   850,858   3,661,970   

４．その他たな卸資産   280,448   374,102   

５．短期貸付金   483,373   1,747,863   

６．繰延税金資産   45,347   52,460   

７．その他   513,410   503,026   

貸倒引当金   △42,948   △65,485   

流動資産合計   6,978,327 58.5  14,272,031 60.9 7,294,010

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※１ 1,398,079   3,335,049    

減価償却累計額  682,449 715,629  1,045,167 2,289,882   

(2) 機械装置及び運搬具 ※１ 1,014,377   1,186,911    

減価償却累計額  778,927 235,450  960,925 225,986   

(3) 土地 ※１  1,835,854   3,608,422   

(4) 建設仮勘定   523,536      

(5) その他  587,491   551,069    

減価償却累計額  531,513 55,977  467,791 83,278   

有形固定資産合計   3,366,448 28.2  6,207,568 26.5 2,841,120

２．無形固定資産         

(1) 営業権   210,556   213,953   

(2) 連結調整勘定   67,092   199,757   

(3) その他   19,019   49,966   

無形固定資産合計   296,668 2.5  463,677 2.0 167,009

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１  107,968   120,909   

(2) 長期貸付金   228,277   1,438,029   

(3) 繰延税金資産   157,969   212,608   

(4) その他 ※１  1,186,341   1,157,702   

貸倒引当金   △393,175   △433,276   

投資その他の資産合計   1,287,381 10.8  2,495,973 10.6 1,208,591

固定資産合計   4,950,498 41.5  9,167,219 39.1 4,216,721

資産合計   11,928,825 100.0  23,439,251 100.0 11,510,732

         

－ 7 －



  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び業務・工
事未払金等

  1,838,875   4,588,068   

２．短期借入金 ※１  3,055,499   5,677,117   

３．一年内償還予定社債   120,000   440,000   

４．未払法人税等   119,167   181,120   

５．未成業務・工事受入金
等

  189,829   2,301,906   

６．賞与引当金   4,670   17,876   

７．完成工事補償引当金   －   9,959   

８．受注損失引当金   31,089   43,516   

10．その他   280,941   957,018   

流動負債合計   5,903,659 48.6  14,216,582 60.7 8,412,923

Ⅱ　固定負債         

１．社債   780,000   340,000   

２．長期借入金 ※１  1,013,746   3,587,725   

３．繰延税金負債   210,023   473,422   

４．退職給付引当金   332,636   316,169   

５．役員退職慰労引当金   30,471   －   

６．連結調整勘定   1,375,868   1,563,380   

７．その他 ※１  96,536   153,996   

固定負債合計   3,839,282 32.2  6,434,694 27.4 2,495,731

負債合計   9,742,942 81.7  20,651,277 88.1 10,908,654

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   459,545 3.8  50,804 0.2  

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※６  382,750 3.2  912,297 3.9  

Ⅱ　資本剰余金   282,175 2.4  892,965 3.8  

Ⅲ　利益剰余金   1,059,493 8.9  929,234 4.0  

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  1,952 0.0  7,030 0.0  

Ⅴ　為替換算調整勘定   －   △3,526 △0.0  

Ⅵ　自己株式 ※７  △33 △0.0  △830 △0.0  

資本合計   1,726,337 14.5  2,737,169 11.7 1,010,831

負債、少数株主持分及び
資本合計

  11,928,825 100.0  23,439,251 100.0 11,510,425

         

－ 8 －



(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   7,206,355 100.0  17,050,020 100.0 9,843,665
Ⅱ　売上原価   5,620,482 78.0  14,254,245 83.6 8,633,762

売上総利益   1,585,872 22.0  2,795,775 16.4 1,209,902
Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,311,797 18.2  2,465,707 14.5 1,153,909

営業利益   274,075 3.8  330,067 1.9 55,992
Ⅳ　営業外収益         
１．受取利息  26,634   28,844    
２．受取配当金  1,640   3,073    
３．有価証券売却益  7,651   2,502    
４．受取賃貸料  22,404   25,933    
５．連結調整勘定償却  121,914   214,793    
６．その他  69,365 249,610 3.5 56,206 331,354 1.9 81,743

Ⅴ　営業外費用         
１．支払利息  75,589   160,060    
２．社債発行費  20,000   －    
３．支払手数料  45,595   114,029    
４．その他  23,387 164,571 2.3 47,246 321,337 1.8 156,766

経常利益   359,113 5.0  340,084 2.0 △19,029
Ⅵ　特別利益         
１．財産評定確定差益 ※２ 43,211   －    
２．貸倒引当金戻入益  3,212   31,113    
３．退職給付引当金戻入益  22,269   9,057    
４．固定資産売却益 ※３ 645,292   378,630    
５．投資有価証券売却益  90,703   －    
６．償却債権取立益  －   7,422    
７．会員権売却益  80   －    
８．債務免除益  181,061   －    
９．損害賠償金収入  25,000   －    

10. 持分変動利益  －   5,536    

11. その他  － 1,010,831 14.0 3,493 435,253 2.6 △575,578

Ⅵ　特別損失         
１．固定資産売却損 ※４ 189,820   12,295    
２．固定資産除却損 ※５ 38,279   664    
３．投資有価証券売却損  377       
４．貸倒引当金繰入額  240,000   77,657    
５．更生債務に係る追加弁

済額
※６ 194,114   －    

６．投資有価証券売却損  －   1,727    

７．投資有価証券評価損  －   1,766    

８．貯蔵品評価損  －   8,280    

９．貸倒損失  －   20,400    

10. 減損損失  －   80,158    

11. その他  － 662,591 9.1 800 203,752 1.2 △458,839

税金等調整前当期純利
益

  707,353 9.8  571,585 3.4 △135,768

法人税、住民税及び事
業税

 120,647   233,447    

法人税等調整額  △114,353 6,293 0.1 △58,889 174,557 1.0 168,264

少数株主損益   0 －  43,139 0.2  

当期純利益   701,060 9.7  440,168 2.6 △260,891

－ 9 －



(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   282,175  282,175 －

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１．新株予約権付社債の
転換

 －  500,000   

２．株式交換による新株
発行

 －  81,242   

３．新株予約権の行使に
よる新株発行 

 －  29,547 610,790 610,790

Ⅲ　資本剰余金期末残高   282,175  892,965 610,790

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   413,833  1,059,493 645,660

Ⅱ　利益剰余金増加高       

当期純利益  701,060 701,060 440,168 440,168 △260,892

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  55,400  166,199   

２．連結子会社の決算期
変更に伴う利益剰余
金減少高

 － 55,400 404,228 570,427 515,027

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,059,493  929,234 △130,259

       

－ 10 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税金等調整前当期純利益  707,353 571,585  

減価償却費  20,966 140,964  

連結調整勘定償却額  △115,510 △181,909  

営業権償却額  － 64,073  

貸倒引当金の増加・減少(△)
額

 237,139 52,195  

賞与引当金の増加・減少(△)
額

 － △2,557  

完成工事補償引当金の増加・
減少(△)額

 △14,007 △6,404  

受注損失引当金の増加・減
少(△)額

 31,089 △7,573  

退職給付引当金の増加・減
少(△)額

 △68,608 △47,792  

役員退職慰労引当金の増加・
減少(△)額

 － △17,971  

受取利息及び配当金  △28,274 △31,917  

支払利息  75,589 160,060  

貯蔵品評価損  － 8,280  

固定資産売却益  △645,292 △378,630  

固定資産売却損  189,820 12,295  

固定資産除却損  38,279 664  

減損損失  － 80,158  

有価証券売却益  △7,651 △2,502  

投資有価証券売却益  △90,703 －  

投資有価証券売却損  377 1,727  

投資有価証券評価損  － 1,766  

貸倒損失  － 19,700  

社債発行費  20,000 －  

債務免除益  △181,061 －  

更生債務に係る追加弁済額  194,114 －  

損害賠償金収入  △25,000 －  

売上債権の減少・増加(△)額  △574,554 △1,833,423  

未成業務・工事支出金の減
少・増加(△)額

 50,474 5,260  

その他たな卸資産の減少・増
加(△)額

 － △186,361  

仕入債務の増加・減少(△)額  474,952 1,520,795  

未成業務・工事受入金等の増
加・減少(△)額

 △59,913 94,137  

その他  △341,948 935,040  

小計  △112,371 971,665 1,084,036

利息及び配当金の受取額  33,285 19,980  

利息の支払額  △77,153 △160,063  

損害賠償金の収入額  25,000 －  

法人税等の支払額  △228,152 △179,349  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △359,392 652,234 1,011,626

－ 11 －



  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

定期預金の預入による支出  △454,268 △171,619  

定期預金の払戻による収入  110,867 199,000  

有形固定資産の取得による支
出

 △915,296 △2,412,537  

有形固定資産の売却による収
入

 1,087,614 832,064  

無形固定資産の取得による支
出

 △4,164 △28,389  

無形固定資産の売却による収
入

 4,498 －  

投資有価証券の取得による支
出

 △99,173 △56,130  

投資有価証券の売却による収
入

 309,542 59,800  

新規連結子会社の取得による
支出

 △179,468 △1,054,549  

新規連結子会社の取得に伴う
収入

 2,002,453 375,426  

短期貸付けによる支出  △3,315,895 △3,004,480  

短期貸付金の回収による収入  2,779,955 1,778,385  

長期貸付けによる支出  △240,868 △1,401,637  

長期貸付金の回収による収入  242 165,343  

その他  △106,557 △170,281  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 979,481 △4,889,603 5,869,084

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入金純収入・支出
（△）額

 856,973 1,161,967  

長期借入による収入  1,060,000 3,621,000  

長期借入金の返済による支出  △299,293 △645,977  

社債の発行による収入  580,000 －  

社債の償還による支出  － △120,000  

新株予約権の行使による収入  － 79,950  

新株予約権付社債の発行によ
る収入

 － 1,000,000  

更生債務等の弁済による支出  △1,553,485 －  

株式の発行による収入  － 50,000  

自己株式の取得による支出  △33 △797  

配当金の支払額  △56,166 △165,731  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 587,995 4,980,410 4,392,415

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 － △3,526  

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減
少（△）額

 1,208,084 743,041 465,043

Ⅵ　連結子会社の決算期変更による
現金及び現金同等物の減少額

 － △306,156  

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高  241,521 1,449,606 1,208,085

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,449,606 1,882,964 433,358
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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

 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　６社

連結子会社の名称

　株式会社塩見、中央設計株式会社、株式

会社アペック、株式会社エネシステム、株

式会社Ｋワークス、岩手ヒューム管工業株

式会社

　株式会社アペック（旧共栄冷機工業株式

会社）は平成16年６月30日付で、連結子会

社である株式会社塩見が同社の株式を取得

したことに伴い、当連結会計年度より連結

子会社となりました。

　株式会社エネシステムは平成16年10月５

日付で、連結子会社である株式会社塩見が

全額出資により設立したことに伴い、当連

結会計年度より連結子会社となりました。

　株式会社Ｋワークスは平成17年２月28日

付、岩手ヒューム管工業株式会社は平成17

年３月28日付で同社の株式を取得したこと

に伴い、当連結会計年度より連結子会社と

なりました。なお、株式会社Ｋワークスと

岩手ヒューム管工業株式会社の２社は、み

なし取得日を当連結会計年度末としている

ため、当連結会計年度は貸借対照表のみを

連結しております。

(1) 連結子会社の数　　　　18社

連結子会社の名称

　株式会社塩見、中央設計株式会社、株式

会社アペック、株式会社エネシステム、株

式会社Ｋワークス、利根ジオテック株式会

社（旧岩手ヒューム管工業株式会社）、株

式会社第一土木コンサルタント（旧株式会

社的場土木コンサル）、塩見(天津)設計資

詢有限公司、株式会社寿、エスピー・ス

リー販売株式会社、若松ガス化学工業株式

会社、株式会社北陸建材社、塩見設計資

詢(上海)有限公司、塩見(大連)設計資詢有

限公司、株式会社田辺洋建築設計事務所、

株式会社ジェイジェイシー、インシナー工

業株式会社、インシナー商事株式会社

　株式会社第一土木コンサルタント（旧株

式会社的場土木コンサル）は平成17年５

月24日付、エスピー・スリー販売株式会社

は平成17年６月14日付、塩見(大連)設計資

詢有限公司は平成18年１月６日付、株式会

社ジェイジェイシーは平成18年３月15日付

で、それぞれ当社の全額出資により設立し

たことに伴い、当連結会計年度より連結子

会社となりました。

　株式会社寿は平成17年５月20日付で、当

社が同社の全株式を取得したことに伴い、

当連結会計年度より連結子会社となりまし

た。

　若松ガス化学工業株式会社は平成17年８

月１日付、株式会社北陸建材社は平成17年

９月30日付、株式会社田辺洋建築設計事務

所は平成18年１月28日付、インシナー工業

株式会社及びインシナー商事株式会社は平

成18年３月27日付で、それぞれ同社の全株

式を取得したことに伴い、当連結会計年度

より連結子会社となりました。

　なお、若松ガス化学工業株式会社と株式

会社北陸建材社の２社は、みなし取得日を

平成17年９月30日としているため、当連結

会計年度は同日以降を連結しております。

また、株式会社田辺洋建築設計事務所、イ

ンシナー工業株式会社及びインシナー商事

株式会社の３社は、みなし取得日を当連結

会計年度末としているため、当連結会計年

度は貸借対照表のみを連結しております。
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 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ―――――― (2) 子会社としなかった他の会社の名称等

他の会社の名称

 株式会社エムケーコーポレーション

（子会社としなかった理由）

　若松ガス化学工業株式会社の100％子会

社である株式会社エムケーコーポレーショ

ンは、当連結会計年度末現在清算手続中で

ありかつ有効な支配従属関係は存在してお

らず、また、当社グループの追加負担等の

発生の可能性はありません。したがって、

同社の意思決定機関を支配していないこと

は明らかであり、子会社としておりません。

２．持分法の適用に関する事項 　非連結子会社及び関連会社はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち岩手ヒューム管工業株

式会社の決算日は12月31日であり、連結決

算日と相違しておりますが、連結財務諸表

の作成に当たっては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、同決算

日より連結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

　連結子会社のうち塩見(天津)設計資詢有

限公司、塩見設計資詢(上海)有限公司及び

塩見(大連)設計資詢有限公司の決算日は12

月31日であり、連結決算日と相違しており

ますが、連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、同決算日より連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

　なお、連結子会社のうち利根ジオテック

株式会社(旧岩手ヒューム管工業株式会

社)の決算日は12月31日でありましたが、

当連結会計年度に決算期変更を行い、同社

の決算日は、３月31日となり連結決算日と

一致しております。これに伴い、当連結会

計年度においては、同社の１月１日から３

月31日までの損益項目については、連結損

益計算書に含めず、連結剰余金計算書の

「決算期の変更に伴う子会社剰余金の修

正」として表示しております。

　また、株式会社第一土木コンサルタント

（旧株式会社的場土木コンサル）の決算日

は８月31日でありましたが、当連結会計年

度に決算期変更を行い、同社の決算日は、

３月31日となり連結決算日と一致しており

ます。
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 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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及

び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

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

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

 ロ　デリバティブ

――――――

 

ロ　デリバティブ

時価法

 

 ロ　たな卸資産

①　未成業務・工事支出金

　個別法による原価法

ロ　たな卸資産

①　未成業務・工事支出金

　国内連結子会社は主として個別法によ

る原価法

 ②　その他たな卸資産

　製品　　  総平均法による原価法

 

　原材料　　総平均法による原価法

 

　貯蔵品　　主として先入先出法によ

る原価法 

②　その他たな卸資産

　商品、製品　主として総平均法によ

る原価法

　原材料　　主として総平均法による

原価法 

――――――

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法（連結子会社１社については定

額法）

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物付属設備を除く）について

は定額法によっております。

 

　なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。

　建物及び構築物　　　15～45年

 

イ　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法（国

内連結子会社１社については定額法）

　ただし、国内連結子会社は平成10年４

月１日以降取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。

　建物及び構築物　　　15～65年

　機械装置及び運搬具　６～17年

 ロ　無形固定資産

　定額法

　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。

ロ　無形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定額法

　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。

(3)重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に債権の回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

　当社及び国内連結子会社は、債権の貸

倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に債権

の回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。
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 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ロ　賞与引当金

　連結子会社のうち１社は、従業員の賞

与支給に備えるため、支給見込額の当連

結会計年度負担額を計上しております。 

ロ　賞与引当金

　国内連結子会社のうち３社は、従業員

の賞与支給に備えるため、支給見込額の

当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。 

 ハ　完成工事補償引当金

　連結子会社のうち１社は、完成工事に

係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連

結会計年度の完成工事高に対する将来の

見積補償額に基づいて計上しております。

ハ　完成工事補償引当金

国内連結子会社のうち２社は、完成工事

に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当

連結会計年度の完成工事高に対する将来

の見積補償額に基づいて計上しておりま

す。

 ニ　受注損失引当金

　連結子会社のうち４社は、受注契約に

係る将来の損失に備えるため、当連結会

計年度末における受注契約に係る損失見

込額を計上しております。

ニ　受注損失引当金

　国内連結子会社のうち４社は、受注契

約に係る将来の損失に備えるため、当連

結会計年度末における受注契約に係る損

失見込額を計上しております。

 ホ　退職給付引当金

　連結子会社のうち２社は、従業員の退

職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

ホ　退職給付引当金

　国内連結子会社のうち６社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

 ヘ　役員退職慰労金引当金

　連結子会社のうち１社は、役員退職慰

労金の支出に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

ヘ　役員退職慰労金引当金

――――――

 

 

 

（追加情報）

 　国内連結子会社のうち１社は、前連結

会計年度まで役員退職慰労引当金を計上

しておりましたが、平成18年３月11日付

の同社の取締役会決議により役員退職慰

労金制度が廃止されたことに伴い、当連

結会計年度末は計上しておりません。な

お、制度廃止時に在任していた役員につ

いて打切支給を実施し、全額精算済みと

なっております。

(4)重要なリース取引の処理

方法

　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

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　連結子会社のうち１社が行っている金

利スワップ取引については、特例処理の

要件を満たすため特例処理を採用してお

ります。

 

イ　ヘッジ会計の方法

　当社及び国内連結子会社のうち１社は、

繰延ヘッジ処理によっております。ただ

し、金利スワップ取引について、特例処

理の要件を満たす場合には特例処理を採

用しております。

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金の金利

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金の金利
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 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ハ　ヘッジ方針

　財務上のリスク管理の一環として、借

入金の金利変動リスクを軽減する目的で

行っております。

ハ　ヘッジ方針

　財務上のリスク管理の一環として、借

入金の金利変動リスクを軽減する目的で

行っております。

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　採用しているヘッジ手段は、特例処理

によっている金利スワップ取引のみであ

るため、有効性の評価を省略しておりま

す。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。ただ

し、特例処理を採用している金利スワッ

プ取引については、有効性の評価を省略

しております。

(6)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

イ　長期請負工事の収益計上処理

　連結子会社のうち１社は、工期１年超、

かつ請負金額２億円以上の工事について、

工事進行基準を採用しております。なお、

当連結会計年度においては、工事進行基

準による完成工事高はありません。

イ　長期請負工事の収益計上処理

同左

 ロ　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

ロ　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、３年

～10年間の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （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」（「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」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第6号）を当連結会計年度から適用してお

ります。   

　これにより税金等調整前当期純利益が80,158千円減少し

ております。   

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債務は、次のと

おりであります。

(1)担保資産

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産並びに担保付債務は、次のと

おりであります。

(1)担保資産

現金及び預金（定

期預金）
7,501千円 （－千円）

建物及び構築物 591,959千円 （111,815千円）

機械装置及び運搬

具
173,749千円 （173,749千円）

土地 1,825,556千円 （1,017,188千円）

投資有価証券 2,150千円 （－千円）

投資その他の資産

のその他（投資不

動産・長期性預

金）

38,114千円 （－千円）

計 2,639,032千円 （1,302,753千円）

現金及び預金（定

期預金）
7,503千円 （ － 千円）

保険積立金 248,764千円 ( － 千円) 

建物及び構築物 1,867,977千円 （65,921円）

土地 2,788,090千円 （1,017,188千円）

投資有価証券 4,050千円 （ － 千円）

投資その他の資産

のその他（投資不

動産・長期性預

金）

23,200千円 （ － 千円）

計 4,939,585千円 （1,083,109千円）

(2)担保付債務 (2)担保付債務

短期借入金 1,901,095千円 (596,800千円)

長期借入金 980,414千円 (58,000千円)

固定負債その他

（長期未払金）
21,647千円 (－千円)

計 2,903,157千円 (654,800千円)

短期借入金 2,265,417千円 (646,000千円)

長期借入金 2,332,076千円 (37,100千円)

固定負債その他

（長期未払金）
20,429千円 ( － 千円)

計 4,617,922千円 (683,100千円)

　上記のうち(　)内書は工場財団抵当並びに当該債務を

示しております。

　上記のうち(　)内書は工場財団抵当並びに当該債務を

示しております。

(3)上記のほか、現金及び預金（定期預金）300,000千円、

投資その他の資産のその他（投資不動産）41,544千円

を第三者の債務の担保として提供しております。

(3)上記のほか、現金及び預金（定期預金）200,000千円、

投資その他の資産のその他（投資有価証券）1,000千

円を第三者の債務の担保として提供しております。

　２．受取手形割引高 267,827千円 　２．受取手形割引高 555,704千円

　３．受取手形裏書譲渡高 148,271千円 　３．受取手形裏書譲渡高 482,970千円

４．偶発債務

　下記の会社について、金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。

４．偶発債務

　下記の会社について、同社のリース債務に対し債務

保証を行っております。

㈱寿 450,000千円 ㈱みらい 14,091千円

　下記の会社について、同社のリース債務に対し債務

保証を行っております。

　

㈱ジェイ・イー・サポート 1,086千円

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行７行とタームローン契約を締結しております。こ

の契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

 

タームローン総額 1,800,000千円

借入実行残高 －千円

　　差引額 1,800,000千円

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行７行とタームローン契約及び取引先銀行５行とコ

ミットメント・ライン契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

借入枠総額 2,900,000千円

借入実行残高 2,900,000千円

　　差引額 －千円
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式13,850,000株で

あります。

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式17,026,701株で

あります。

※７．当社が保有する自己株式の数は、普通株式69株であ

ります。

※７．当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,076株

であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な科目及び金額

は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な科目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 135,600千円

給与手当 266,882千円

支払手数料 299,376千円

貸倒引当金繰入額 1,111千円

給与手当 538,221千円

支払手数料 353,567千円

貸倒引当金繰入額 16,084千円

退職給付費用 14,205千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,534千円

賞与引当金繰入額 8,610千円

※２．財産評定確定差益は、更生会社であった連結子会社

の㈱アペック（旧共栄冷機工業㈱）が、更生計画に基

づいて財産評定を行った債権のうち、財産評定後に実

際の回収額が確定した場合に発生した差額の純額であ

ります。

※２．　　　　　　　　――――――

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 16,202千円

土地 626,791千円

その他 2,298千円

計 645,292千円

機械装置 325,888千円

土地 52,699千円

その他 41千円

計 378,630千円

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．　　　　　　　――――――

建物及び構築物 188,266千円

土地 923千円

その他 630千円

計 189,820千円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．　　　　　　　――――――

建物及び構築物 38,045千円

その他 234千円

計 38,279千円

※６．更生債務に係る追加弁済額は、更生会社であった連

結子会社の㈱アペック（旧共栄冷機工業㈱）が、更生

担保債務の弁済に当たって、担保処分額が更生担保債

務を上回った場合に追加となった一般更生債務を弁済

した金額であります。

※６．　　　　　　　――――――　　　
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※７．減損損失

　　　当連結会計期間において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。　

　　

用途 種類 場所 その他 金額(千円)

遊休資産 投資不動産
広島県

東広島市
 宅地 19,174

遊休資産 投資不動産
広島県

呉市
更地 14,914

遊休資産 投資不動産
広島県

呉市
更地 46,070

計    80,158

 　　　当社グループは、減損損失の算定に当たり、他の

資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概

ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単

位によって資産のグループ化を行っております。事

業用資産については主として管理会計上の事業所を

単位としてグループ化し、賃貸用資産、投資不動産

及び遊休資産については個別にグループ化を行って

おります。

　　　当連結会計期間において、帳簿価額に対し著しく

時価が下落している遊休土地について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(80,158千円)として特別損失に計上しております。

　　　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定し、原則として不動産鑑定評価額に

より評価しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

 （平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,887,507千円

預入期間が３か月を超える定期預

金
△437,901千円

現金及び現金同等物 1,449,606千円

 （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,293,624千円

預入期間が３か月を超える定期預

金
△410,660千円

現金及び現金同等物 1,882,964千円
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 4,237 7,165 2,928

(2）債券 － － －

(3）その他 24,941 25,117 176

小計 29,178 32,283 3,104

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 12,953 12,953 －

(2）債券 － － －

(3）その他 47,970 47,031 △939

小計 60,923 59,984 △939

合計 90,102 92,268 2,165

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

309,542 98,355 377

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式
15,700

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

 
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）

その他（投資信託受益証券） － 32,788 14,901 －

合計 － 32,788 14,901 －
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当連結会計年度（平成18年３月31日）

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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 13,822 19,475 5,652

(2）債券 － － －

(3）その他 47,970 54,557 6,587

小計 61,793 74,033 12,239

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 5,929 5,921 △8

(2）債券 － － －

(3）その他 9,992 9,992 －

小計 15,922 15,913 △8

合計 77,716 89,947 12,231

（注）その他有価証券については、次のように減損処理を行っております。

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　　　　　　－千円 3,449千円

　なお、株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について一律

減損処理をしております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

61,055 2,502 1,727

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式
35,962

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

 
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）

その他（投資信託受益証券） 21,610 8,132 － －

合計 21,610 8,132 － －
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　連結子会社のうち１社がデリバティブ取引を行ってお

ります。

　　当社及び連結子会社のうち１社がデリバティブ取引を

行っております。

(1) 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利関連の金利ス

ワップ取引であります。

(1) 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利関連の金利ス

ワップ取引であります。

(2) 取引に対する取組方針

　利用しているデリバティブ取引は、将来の金利変動に

よるリスク軽減を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

　利用しているデリバティブ取引は、将来の金利変動に

よるリスク軽減を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

(3) 取引の利用目的

　利用しているデリバティブ取引は、金利関連では金利

スワップ取引を借入金の将来の金利変動リスクを軽減す

る目的で利用しております。なお、金利スワップ取引に

ついては特例処理の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。その内容は以下のとおりであ

ります。

(3) 取引の利用目的

　利用しているデリバティブ取引は、金利関連では金利

スワップ取引を借入金の将来の金利変動リスクを軽減す

る目的で利用しております。なお、金利スワップ取引に

ついて、特例処理の要件を満たす場合には特例処理を採

用しております。その内容は以下のとおりであります。

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、特例処理の要件を満

たすため特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利ス

ワップ取引について、特例処理の要件を満たす場合に

は特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金の金利

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金の金利

③　ヘッジ方針

　財務上のリスク管理の一環として、借入金の金利変

動リスクを軽減する目的で行っております。

③　ヘッジ方針

　財務上のリスク管理の一環として、借入金の金利変

動リスクを軽減する目的で行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　採用しているヘッジ手段は、特例処理によっている

金利スワップ取引のみであるため、有効性の評価を省

略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有効性を評価しており

ます。ただし、特例処理を採用している金利スワップ

取引については、有効性の評価を省略しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、金利スワップ取引の取引相手先

は主要金融機関に限定しており、信用リスクはほとんど

ないものと認識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、金利スワップ取引の取引相手先

は主要金融機関に限定しており、信用リスクはほとんど

ないものと認識しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、職務権限

規程等の社内ルールに基づき、取締役会又は管理部長の

承認を得て、財務課が行っております。また、必要に応

じて、デリバティブ取引に関する状況について、取締役

会又は管理部長に報告する体制としております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、職務権限

規程等の社内ルールに基づき、取締役会又は管理部長の

承認を得て、財務課が行っております。また、必要に応

じて、デリバティブ取引に関する状況について、取締役

会又は管理部長に報告する体制としております。
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適

用されているため、記載を省略しております。

　利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適

用されているため、記載を省略しております。

④　退職給付関係

１．採用している退職給付制度の概要

　国内連結子会社のうち２社は、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けております。国内連結子会社の

うち１社は、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けるとともに複数事業主制度の企業年金基金に加入し

ております。国内連結子会社のうち１社は、退職一時金制度を設けるとともに中小企業退職金共済に加入して

おります。国内連結子会社のうち２社は、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1)　退職給付債務 △477,354千円 △595,995千円

(2)　年金資産 144,718千円 279,826千円

(3)　退職給付引当金 △332,636千円 △316,169千円

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

(1)　勤務費用 －千円 24,257千円

 (注) 上記のほか、以下のものを退職給付費用として処理しております。

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

(1)　都市ガス企業年金基金掛金 －千円 1,930千円

(2)　中小企業退職金共済掛金  －千円  282千円

 ４．複数事業主制度の企業年金における拠出に対応する年金資産の額

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

(1)　都市ガス企業年金基金掛金 －千円 76,183千円
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 2,185,083千円

貸倒引当金 159,932千円

退職給付引当金 135,361千円

貸倒損失 29,496千円

減価償却費 14,307千円

役員退職慰労引当金 13,049千円

受注損失引当金 11,720千円

未払事業税等 9,163千円

長期未払金 7,752千円

完成工事補償引当金 6,823千円

その他 21,590千円

繰延税金資産小計 2,594,281千円

評価性引当額 △2,389,966千円

繰延税金資産合計 204,315千円

繰延税金負債  

子会社の資産の時価評価差額 △209,228千円

その他有価証券評価差額金 △1,692千円

その他 △102千円

繰延税金負債合計 △211,022千円

繰延税金資産の純額 △6,707千円

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 2,310,642千円

貸倒引当金 161,101千円

退職給付引当金 114,572千円

減損損失 37,186千円

減価償却費 29,856千円

子会社取得費用 21,823千円

未払事業税等 17,606千円

工事損失引当金 14,432千円

貸倒損失 14,235千円

機械修理引当金 12,327千円

出資金評価損 11,483千円

金銭債権評価額否認 19,972千円

長期未払金 7,194千円

棚卸資産評価損 6,697千円

その他 39,916千円

繰延税金資産小計 2,819,048千円

評価性引当額 △2,549,699千円

繰延税金資産合計 269,348千円

繰延税金負債  

固定資産評価差額金 472,082千円

有価証券評価差額金 5,614千円

その他 4千円

繰延税金負債合計 477,701千円

繰延税金資産の純額 △208,353千円

　なお、繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。

　なお、繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 45,347千円

固定資産－繰延税金資産 157,969千円

固定負債－繰延税金負債 210,023千円

流動資産－繰延税金資産 52,460千円

固定資産－繰延税金資産 212,608千円

固定負債－繰延税金負債 473,422千円

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

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

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
2.7％

住民税均等割等 0.8％

法人税等更正額 0.8％

税効果を認識していない税務上の繰越

欠損金の利用
△37.1％

連結調整勘定償却 △6.6％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.9％

法定実効税率 40.4％

（調整）  

欠損子会社の未認識税務利益 8.1％

交際費等永久に損金に算入されない項

目
4.5％

受取配当金益金不算入 △0.0％

住民税均等割額 0.6％

連結調整勘定償却 △12.9％

評価性引当額 △10.1％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.5％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 
設計事業
（千円）

建設事業
（千円）

建材事業
（千円）

不動産
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
        

(1) 外部顧客に

対する売上

高

3,163,318 4,006,734 － 28,532 7,770 7,206,355 － 7,206,355

(2) セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

6,315 35,747 － 2,918 － 44,981 (44,981) －

計 3,169,633 4,042,481 － 31,451 7,770 7,251,337 (44,981) 7,206,355

営業費用 2,569,688 4,029,056 － 20,716 5,860 6,652,323 279,957 6,932,280

営業利益 572,945 13,425 － 10,734 1,909 599,013 (324,938) 274,075

Ⅱ．資産、減価償

却費及び資本

的支出

        

資産 4,065,588 2,869,675 2,452,255 1,601,486 3,585 10,992,590 936,235 11,928,825

減価償却費 10,906 711 － 8,236 － 19,854 777 20,632

資本的支出 20,322 2,132 － 1,037,706 － 1,060,160 － 1,060,160

　（注）１．事業区分は、事業内容の種類により区分しております。

２．各事業の主要な内容

事業区分 事業の内容

設計事業 意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、設計監理及びコンサルティング等

建設事業
電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、大工工事、鉄筋工事、建設

工事等

建材事業 ヒューム管・パイル・バイコン製品ほか各種コンクリート製品の製造販売

不動産事業 不動産の賃貸

その他事業 情報システム

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、326,112千円であり、その主なも

のは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。

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、994,283千円であり、その主なものは提出会社

での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 
設計事業
（千円）

建設事業
（千円）

建材事業
（千円）

不動産
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
        

(1) 外部顧客

に対する

売上高

3,500,736 11,739,218 1,682,386 104,890 22,789 17,050,020 - 17,050,020

(2) セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

15,610 5,245,500 21,114 21,181 0 63,152  (63,152) - 

計 3,516,346 11,744,464 1,703,500 126,072 22,789 17,113,173 (63,152) 17,050,020

営業費用 3,051,553 11,414,217 1,786,228 104,329 87,020 16,443,349 284,754 16,719,952

営業利益 464,793 330,246 △82,727 21,742 △64,230 669,823 (339,755) 330,067

Ⅱ．資産、減価

償却費及び

資本的支出

        

資産 4,370,550 10,759,954 3,885,928 1,916,714 1,027,677 21,960,824 1,478,426 23,439,251

減価償却費 15,660 28,954 68,233 41,468 8,952 163,269 305 163,574

資本的支出 279,953 274,577 222,773 1,408,755 818,873 3,004,934 125,744 3,130,678

　（注）１．事業区分は、事業内容の種類により区分しております。

２．各事業の主要な内容

事業区分 事業の内容

設計事業
意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、土木設計、土木調査、設計監理及び

コンサルティング等

建設事業
電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、大工工事、鉄筋工事、地下

連続壁工事、調査工事、温泉探査、さく井工事、防災工事及び建設工事等

建材事業 コンクリート二次製品及び建築資材等の製造販売

不動産事業 不動産の賃貸

その他事業 情報システム、有料老人ホーム経営、他

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、284,754千円であり、その主なも

のは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。

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、1,478,426千円であり、その主なものは提出会

社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であり

ます。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメ

ントの資産の金額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。
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ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

１．役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

主要株主(個

人)及びその

近親者

塩見信孝 － －

当社

代表取締

役社長 

(被所有)

直接

16.0

－ －

株式会社寿

の借入に関

する債務保

証

(注)１．

450,000  － －

株式会社Ｋ

ワークスの

手形割引に

関する被債

務保証

(注)２．

6,805 － －

役員 塩見信孝 「主要株主(個人)及びその近親者」参照

　（注）上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．塩見信孝は、株式会社寿の代表取締役を兼務しております。同社の銀行借入（450,000千円）につき、当社が債

務保証を行ったものであります。なお、保証料等の受領は行っておりません。

　　２．連結子会社である株式会社Ｋワークスが行った金融機関に対する手形割引高（6,805千円）につき、塩見信孝か

ら債務保証を受けているものであります。なお、保証料等の支払いは行っておりません。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

１．役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

主要株主(個

人)及びその

近親者

塩見信孝 － －

当社

代表取締

役社長 

(被所有)

直接

13.0

－ －

株式会社寿

の借入に関

する被債務

保証

(注)１．

900,000  － －

株式会社Ｋ

ワークスの

手形割引に

関する被債

務保証

(注)２．

9,657 － －

役員 塩見信孝 「主要株主(個人)及びその近親者」参照

　（注）上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．連結子会社である株式会社寿が行った銀行借入（900,000千円）につき、塩見信孝から債務保証を受けているも

のであります。なお、保証料等の支払いは行っておりません。

　　２．連結子会社である株式会社Ｋワークスが行った金融機関に対する手形割引高（9,657千円）につき、塩見信孝か

ら債務保証を受けているものであります。なお、保証料等の支払いは行っておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 124円65銭

１株当たり当期純利益 50円62銭

１株当たり純資産額 160円98銭

１株当たり当期純利益 28円92銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 26円25銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

　当社は、平成17年１月20日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。なお、当該株式分割が期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当た

り情報については、当連結会計年度が設立初年度であるた

め、記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 701,060 440,168

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 701,060 440,168

　普通株式の期中平均株式数（千株） 13,849 15,218

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － 440,168

（うち支払利息（税額相当額控除後）） － （235）

（うち　　　　（税額相当額控除後）） －  （431）

普通株式増加数（千株） － 1,572

（うち新株予約権付社債） － （1,572）

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

―――――― 第１回新株予約権（第三者割当

て）

(1)新株予約権の数

　1,000個

(2)新株予約権の目的となる株式

の種類

　普通株式

(3)新株予約権の目的となる株式

の数

　5,000,000 株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．「2010年４月26日満期ゼロ・クーポン円貨建転換社債

型新株予約権付社債」の発行

　　　平成17年４月８日開催の当社取締役会において、海

外市場（中華人民共和国香港特別行政区）における募

集を行う「2010年４月26日満期ゼロ・クーポン円貨建

転換社債型新株予約権付社債」の発行を決議し、平

成17年４月25日（香港時間）に発行いたしました。そ

の概要は下記のとおりであります。

 (1)　発行総額　1,000,000千円 

１．成幸工業株式会社の株式取得（子会社化）

　　　当社は、平成18年３月29日開催の当社取締役会に基

づいて、平成18年４月６日付で、京阪電気鉄道株式会

社が保有する成幸工業株式会社の発行済株式の一部を

取得し、経営権を譲り受けました。

　　　当社及び当社グループが建設総合コンサルティング

業務を拡大する事業戦略構築上で、土木建設業を主た

る業務とする成幸工業株式会社を子会社化することで

相乗効果が図れると考えております。

(2)　発行価額　社債額面金額の100％（社債額面金額5,000

千円）

 

　　　成幸工業株式会社の概要

(3)　発行価格　社債額面金額の100％

(4)　払込期日　2005年４月25日（香港時間）

(5)　償還期限　2010年4月26日（日本時間。以下、別段の

表示がない限り同じ。）

(6)　利率　　　本社債には、利息を付さない

(7)　本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

　　①　種類　　当社普通株式 

　　②　数　　　本新株予約権の行使により当社が当社普

通株式を新たに発行又はこれに代えて当社

の有する当社普通株式を移転（以下、当社

普通株式の発行又は移転を当社普通株式の

「交付」と総称する。）する数は、行使請

求に係る本社債の発行価額の総額を下記(9)

記載の転換価額で除した数とする。但し、

行使により生じる１株未満の端数は原則と

して切捨て、現金による調整は行わない。

本新株予約権の行使により単元未満株式が

発生する場合には、商法に定める単元未満

株式の買取請求権が行使されたものとして

現金により精算する。

商号 成幸工業株式会社

所在地 大阪市中央区大手前１丁目７番24号

代表者 代表取締役社長　松村修一

設立年月 昭和46年８月

事業内容 地下壁体工事、環境対策工事、基礎関連

工事

従業員数 131名

決算期 １月末日

資本金 402百万円

売上高 10,001百万円（平成18年１月期）

発行済株式数 650,540株 

(8)　本新株予約権の総数 200個 ２．株式会社沖広産業の株式取得（子会社化）

(9)　本新株予約権の行使に際して払い込むべき額 　　　当社は、平成18年3月24日付で締結した株式譲渡契

約書に基づき、株式会社沖広産業の株式を既存株主か

ら譲り受け子会社化する予定にしております。

　①　本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額

は、本社債の発行価額と同額とする。

　②　新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あた

りの金額（以下「転換価額」という。）は、当初、

440円とする。

　　　当社グループは、持株会社体制の下、設計事業・建

設事業を中心とし建築関連事業を展開しております。

又、現在では福祉・教育・環境分野にも力を入れ、

グループとして社会に貢献できるよう取組んでおり

ます。

　　　なお、商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号により、

本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行

使したときは、当該本新株予約権に係る本社債の全

額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとす

る旨の請求があったものとみなす。

　　　この度、環境ビジネス強化の一環として、170 万立

方メートルの残余を有する最終処分場及び中間処理

業の許可をもつ株式会社沖広産業の株式を取得する

ものであります。これにより、環境分野でのグルー

プの地位の向上及び収益の拡大が図れるものと判断

しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　③　転換価額は、本新株予約権付社債発行後、平成17年

5月より各月最終営業日（以下、「修正日」とい

う。）の翌取引日以降、修正日までの各３連続取引

日（修正日当日を含み、終値のない日を除く。）の

株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値の90％で呼値の刻み未満を切

捨てた金額に修正される。但し、転換価額は880円

（下記④により、転換価額と同様に調整される。）

を上回らず、132円（下記④により、転換価額と同様

に調整される。）を下回らないものとする。

　株式会社沖広産業の概要

商号 株式会社沖広産業

所在地 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味3105番地

代表者 代表取締役　若狭利尚

設立年月 平成８年11月

事業内容 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間

処理業、産業廃棄物最終処分業

従業員数 27名

決算期 ３月末日

資本金 10百万円

売上高 285百万円（平成17年３月期）

発行済株式数 200株 

　④　当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社普通株

式の時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当

社普通株式を新たに発行又は当社の有する当社普通

株式を処分する場合には、次に定める算式をもって

転換価額を調整する。なお、次の算式において、「既

発行株式数」は当社の発行済普通株式総数から、当

社が保有する当社普通株式を控除した数とする。

既発行
株式数

＋

新発行・
処分株式
数

×
１株当たりの
発行・処分価額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

　　当社グループとの、資本的関係、人的関係、取引関係

はいずれもありません。

株式取得の日程

株式譲受日　　平成18年６月30 日（予定） 

　　 　また、当社は、当社普通株式の分割・併合、又は

時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換され

る証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付

社債を発行する場合等にも適宜転換価額を調整する。

 

(10)　新株予約権の行使期間  

　平成17年４月26日から平成22年４月23日（但し本新

株予約権付社債の全部を期限前に償還する場合には、

当該償還日に先立つ１銀行営業日前）まで。なお、当

社は、一定の日を、当該日の７日前までに社債権者に

通知することにより、転換のための非営業日として指

定することができる。ただし、かかる非営業日は連

続10営業日を超えてはならない。

 

(11)　新株予約権の行使の条件  

　　　新株予約権の一部行使はできないものとする。 　　

(12)　資金の使途  

　　　Ｍ＆Ａ資金及び借入金返済資金等に充当する予定で

ある。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．実行可能期間付タームローン契約による資金調達

　　　当社は、平成17年３月31日付で総額1,800,000千円

の実行可能期間付タームローン契約（アレンジャー兼

エージェント株式会社東京三菱銀行）を締結しており

ますが、当該契約に基づき、決算日の翌日から平成17

年６月28日現在までに、合計で1,300,000千円の借入

を実行しております。

 

　　

３．若松ガス化学工業株式会社の支援に関する基本合意の

締結

　　　当社は、平成17年５月９日開催の当社取締役会に基

づいて、平成17年５月11日付で若松ガス株式会社及び

若松ガス化学工業株式会社との間で、若松ガスグルー

プの私的整理手続において当社が若松ガス化学工業株

式会社の支援企業となることにつき基本合意を締結し

ました。

 

　　

　　　若松ガス化学工業株式会社は、若松ガス株式会社の

出資により昭和34年に設立され、現在は空調・給排水

衛生設備工事、上下水道施設工事を主たる事業とし、

福島県内において確固たる営業基盤を有しております。 

　　

　　　当社としては、若松ガス化学工業株式会社がこれま

でに築いてきた営業基盤、地場産業としてのネット

ワークを活用し、また同業の当社連結子会社でありま

す株式会社アペックとの間において各種シナジーを生

むことにより、当社及び当社グループが建築に関する

総合コンサルティング業務を拡大する上で有益である

ものと確信しております。

　

　　　なお、若松ガス化学工業株式会社は、今後、主たる

事業以外の資産分離等のために平成17年８月を目処に

会社分割を実行する予定であり、当社は分割後の同社

株式を取得する予定としております。また、当社以外

の当社グループ会社が若松ガス化学工業株式会社の株

式を取得する主体となる可能性があります。

　　

若松ガス化学工業株式会社の概要  

商号 若松ガス化学工業株式会社

所在地 福島県会津若松市千石町4番16号

代表者 代表取締役社長　木村護

設立年月 昭和34年５月

事業内容 空調・給排水衛生設備工事、上下水道施設

工事

従業員数 71名

決算期 12月末日

資本金 50,000千円

売上高 2,902百万円（平成16年12月期）
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．塩見（天津）設計資詢有限公司の設立

　　　当社は、平成17年５月23日付の取締役会において、

当社の100％出資による建築設計・設備設計・施工図

等の作図業務を主業務とする子会社「塩見（天津）設

計資詢有限公司」を設立することを決議し、平成17年

５月24日に設立いたしました。

　　　当社グループのコア事業である設計事業において、

事業拡大とともに内策・外注も増大しております。ま

た、新規事業に取組むことも視野にいれ、中国に拠点

を配し現地設計技術者を育成有効活用し、低コストで

高い品質の設計を提供することにより、当社グループ

全体としての業容拡大を図ることを目的としておりま

す。

 

　

　　

商号 塩見（天津）設計資詢有限公司

（英文）
SHIOMI（TianJin）Designing 

Consultation Co.,LTD

所在地 中華人民共和国 天津市

代表者 法定代表人 塩見信孝

設立年月日 2005年５月24日

事業内容 建築設計

従業員数 100名（予定）

決算期 ３月末日

資本金 200千US$

出資割合 株式会社塩見ホールディングス

（100％）

５．株式会社的場土木コンサルの設立

　　　当社は、平成17年５月16日付の取締役会において、

土木設計及び土木コンサルティングの事業会社として、

新会社を設立し塩見グループ全体として業容拡大を図

るために当社の100％出資による土木コンサルタント

会社「株式会社的場土木コンサル」を設立することを

決議し、平成17年５月24日に設立いたしました。

 

　　　

商号 株式会社的場土木コンサル

所在地 東京都千代田区三崎町3-4

代表者 代表取締役社長　的場浩三

設立年月 平成17年５月24日

事業内容 土木設計及び土木コンサルティング

従業員数 ４名

決算期 ８月末日

資本金 50,000千円

発行株式総数 1,000株
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

６．株式会社寿の全株式の取得による子会社化

　　　当社は、平成17年６月13日付の取締役会において、

今後、当社グループとして取組んでいくコア事業の一

つである開発事業の事業展開として、主として福祉関

係の有料老人ホーム等の運営を行っている株式会社寿

を子会社とすることが最良と判断し、同社の全株式を

取得することを決議し、平成17年６月13日に子会社化

いたしました。

 

 

商号 株式会社寿

所在地 広島市東区

代表者 代表取締役社長　村本章治

設立年月 平成16年５月20日

事業内容 有料老人ホームの運営

従業員数 １名

決算期 ３月末日

資本金 10,000千円

発行株式総数 200株

７．エスピー・スリー販売株式会社の設立

　　　当社は、平成17年６月13日付の取締役会において、

当社グループの業容拡大を図ることを目的として、当

社の100％出資により、発電機の販売及び施工・建築

資材の販売等を行うエスピー・スリー販売株式会社を

設立することを決議し、平成17年６月14日に設立いた

しました。 

 

　　

商号 エスピー・スリー販売株式会社

所在地 広島市東区

代表者 代表取締役社長　藤原正友

設立年月 平成17年６月14日

事業内容 発電機の販売及び施工、建築資材の販

売

従業員数 ５名

決算期 ３月末日

資本金 30,000千円

発行株式総数 600株
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５．生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

設計事業 2,221,265 7.9

建設事業 10,422,115 186.5

建材事業 1,495,582 －

不動産事業 － －

その他事業 － －

合計 14,138,963 148.2

　（注）１．金額は完成業務・工事原価によっております。

２．建材事業は前年度実績がありませんので、前年同期対比は行っておりません。

３．不動産事業及びその他事業につきましては、生産実績を定義することが困難であるため記載しておりません。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)受注状況 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

設計事業 3,693,122 22.3 840,080 29.5

建設事業 14,014,357 190.1 5,228,568 167.8

建材事業 1,931,342 － 402,984 －

不動産事業 － － － －

その他事業 － － － －

合計 196,388,822 149.9 6,471,633 148.8

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．建材事業は前年度実績がありませんので、前年同期対比は行っておりません。

３．不動産事業及びその他事業につきましては、受注実績を定義することが困難であるため記載しておりません。

４．金額は契約価格によっております。

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)販売状況

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

設計事業 3,500,736 10.7

建設事業 11,739,218 193.0

建材事業 1,682,386 －

不動産事業 104,890 267.6

その他事業 22,789 193.3

合計 17,050,020 136.6

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．建材事業は前年度実績がありませんので、前年同期対比は行っておりません。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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