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上場会社名 株式会社塩見ホールディングス 上場取引所 大証　第２部
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決算取締役会開催日 平成18年５月26日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月30日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）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 696 160.2 394 137.3 313 107.3

17年３月期 267 － 166 － 151 －

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 561 234.4 36 88 33 46 29.1 7.7 45.1

17年３月期 170 － 12 32 － － 15.9 13.0 56.6

（注）①期中平均株式数 18年３月期 15,218,303株 17年３月期 13,849,983株

②会計処理の方法の変更 無

③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）配当状況 （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。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 0 00 14 00 238 42.5 8.8

17年３月期 12 00 0 00 12 00 166 97.4 14.3

（注）17年３月期期末配当金の内訳　　記念配当金　　４円00銭　　　　　特別配当金　　　－円－銭

(3）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 6,807 2,695 39.6 174 16

17年３月期 1,330 1,160 87.2 83 79

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 17024625株 17年３月期 1,349,931株

②期末自己株式数 18年３月期 2,076株 17年３月期 69株

２．平成19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 180 △70 △70 0 00 　― 　―

通　期 860 407 407 　― 14 00 14 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　23円90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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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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   708   57,473   

２．受取手形   －   204,548   

３．前払費用   14,480   13,776   

４．繰延税金資産   19,343   9,056   

５．短期貸付金   －   2,893,500   

６．立替金   －   68,800   

９．未収法人税等   41,345   26,109   

９. 貸倒引当金   －   △6,943   

10．その他   2,365   43,048   

流動資産合計   78,242 5.9  3,309,370 48.6 3,231,125

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)工具器具備品  －   1,334    

減価償却累計額  － －  235 1,098   

有形固定資産合計   － －  1,098 0.0 1,098

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   －   530   

無形固定資産合計   － －  530 0.0 530

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   －   15,000   

(2)関係会社株式   1,232,555   1,990,019   

(3)関係会社出資金   －   86,108   

(4)長期貸付金   －   975,164   

(5)関係会社長期貸付金   －   303,000   

(6)長期前払費用   20,110   9,577   

(7)繰延税金資産   －   2,842   

(8)前渡金   －   90,000   

(9)貸倒引当金   －   △6,759   

(10)その他   －   31,932   

投資その他の資産合計   1,252,665 94.1  3,496,885 51.4 2,244,220

固定資産合計   1,252,665 94.1  3,498,513 51.4 2,245,848

資産合計   1,330,908 100.0  6,807,883 100.0 5,476,975
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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．短期借入金 ※３  37,000   1,705,000   

２．一年以内返済予定長期
借入金

  －   600,000   

３．一年内償還予定社債   20,000   40,000   

４．未払金   30,607   479,576   

５．未払費用   84   1,343   

７．前受金   －   1,354   

８．預り金   2,731   4,156   

９．その他   －   18,221   

流動負債合計   90,423 6.8  2,849,653 41.9 2,759,230

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   －   1,200,000   

２．社債   80,000   40,000   

３．新株予約権   －   20,855   

４．その他   －   2,332   

固定負債合計   80,000 6.0  1,263,187 18.5 1,183,187

負債合計   170,423 12.8  4,112,841 60.4 3,942,418

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  382,750 28.8  912,297 13.4 529,548

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  607,140   1,217,931    

資本剰余金合計   607,140 45.6  1,217,931 17.9 610,790

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処分利益  170,627   565,645    

利益剰余金合計   170,627 12.8  565,645 8.3 395,018

Ⅳ　自己株式 ※２  △33 △0.0  △830 △0.0 △798

資本合計   1,160,484 87.2  2,695,042 39.6 1,534,558

負債資本合計   1,330,908 100.0  6,807,883 100.0 5,476,975
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年９月29日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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　営業収入         

受取配当金収入 ※１ 207,750   500,080    

経営管理収入 ※１ 60,000 267,750 100.0 196,680 696,760 100.0 429,010

Ⅱ　営業費用         

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 101,641 101,641 38.0 302,553 302,553 43.4 200,912

営業利益   166,108 62.0  394,206 56.6 228,098

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  0   44,787    

２．その他  1 1 0.0 2,088 46,875 6.7 46,874

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  13   42,291    

２．社債利息  70   395    

３．創立費  12,967   －    

４．社債発行費  1,500   －    

５．支払手数料  －   80,662    

６．その他  129 14,681 5.4 3,770 127,120 18.2 112,439

経常利益   151,428 56.6  313,962 45.1 162,534

Ⅵ　特別利益         

　　固定資産売却益  － － － 325,888 325,888 46.7 325,888

税引前当期純利益   151,428 56.6  639,850 91.8 488,422

法人税、住民税及び事
業税

 145   71,189    

法人税等調整額  △19,343 △19,198 △7.1 7,444 78,634 11.3 97,832

当期純利益   170,627 63.7  561,216 80.5 390,589

前期繰越利益   －   4,428  4,428

当期未処分利益   170,627   565,645  395,018

         

(3）利益処分案

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年６月28日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月　日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   170,627  565,645 395,018

Ⅱ　利益処分額       

配当金  166,199 166,199 238,344 238,344 72,145

Ⅲ　次期繰越利益   4,428  327,301 322,873
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重要な会計方針

項目 前事業年度
（自　平成16年９月29日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

同左

―――――― (2) その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

―――――― デリバティブ

時価法

 

 

３．固定資産の減価償却の方法 ――――― (1) 有形固定資産

定率法 

　なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

工具器具備品 ４年

(2) 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。

４．繰延資産の処理方法 (1) 創立費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(2)　　　　　―――――

 

 

(3）社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1)　　　　　―――――

 

 

(2) 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。 

(3) 社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

５．引当金の計上基準 ―――――― (1) 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。

６．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。 

 

７．重要なヘッジ会計の方法 ―――――

 

(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
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項目 前事業年度
（自　平成16年９月29日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  

 

(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

　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。

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年９月29日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）を当事業年度から適用してお

ります。 

 　これによる当事業年度の損益への影響はありません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式 25,700,000株

発行済株式総数　普通株式 13,850,000株

授権株式数　　　普通株式 55,400,000株

発行済株式総数　普通株式 17,026,701株

※２．自己株式

　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。

※２．自己株式

　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。

※３．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分記載され

たもののほか次のものがあります。

※３．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分記載され

たもののほか次のものがあります。

流動負債

　　短期借入金 37,000千円

流動資産

　　短期貸付金 2,872,500千円

未収利息 40,048千円

立替金 68,659千円

流動負債

　　短期借入金

 

605,000千円

未払金 429,921千円

未払利息 104千円

前受金 1,354千円

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、金融機関からの借入等に対し

債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

株式会社アペック 239,000 借入債務

株式会社寿 450,000 借入債務

保証先 金額（千円） 内容

株式会社アペック 227,000 借入債務

株式会社寿 900,000 借入債務

株式会社塩見 390,000 借入債務 

株式会社北陸建材社 120,014 借入債務 

株式会社Ｋワークス 141,500 借入債務 

株式会社Ｋワークス 96,571 手形割引 

株式会社エネシステム 10,000 借入債務

 　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。

株式会社みらい 14,091千円

若松ガス化学工業株式会社 8,427千円

株式会社寿 19,353千円

　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

の契約に基づく当事業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

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

借入額総額 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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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年９月29日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取配当金収入 207,750千円

経営管理収入 60,000千円

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取配当金収入 500,080千円

経営管理収入 196,680千円

受取利息 40,048千円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は０％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は100％であり

ます。

　主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は　０％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は100％であ

ります。

　主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

役員報酬 27,000千円

旅費交通費 6,933千円

支払手数料 38,142千円

交際費 8,424千円

役員報酬 63,000千円

給与手当 39,403千円

旅費交通費 39,992千円

支払手数料 64,328千円

貸倒引当金繰入額 13,703千円

減価償却費 305千円

　３．　　　　　――――――

　

　３．固定資産売却益は、機械及び装置325,888千円であ

ります。

　

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

前事業年度（平成17年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成18年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 19,319千円

未払事業税等 24千円

繰延税金資産合計 19,343千円

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産の純額 19,343千円

繰延税金資産  

子会社株式取得費用 9,301千円

未払事業税等 5,740千円

貸倒引当金 5,541千円

その他 618千円

繰延税金資産小計 21,199千円

評価性引当額 △9,301千円

繰延税金資産合計 11,899千円

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 -  

繰延税金資産の純額 11,899千円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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 2.2％

住民税均等割等 0.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△55.4％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △12.7％

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 0.9％

住民税均等割等 0.2％

評価性引当額 1.4％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△30.7％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.2％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年９月29日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 83円79銭

１株当たり当期純利益 12円32銭

１株当たり純資産額 158円30銭

１株当たり当期純利益 36円88銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 33円46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お

こなわれたと仮定した場合の前事業年度における１株当た

り情報については、当事業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及び潜在株式調整後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。

 
前事業年度

（自　平成16年９月29日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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） 170,627 561,216

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） 170,627 561,216

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） － 1,119

（うち社債利息（税額相当額控除後）） － （395）

（うち社債保証料（税額相当額控除後）） － （724）

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）

(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）

前事業年度
（自　平成16年９月29日　至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１．株式会社塩見との会社分割契約に基づく吸収分割

　　　当社グループとしての結束を確保しつつ、責任の明

確化、意思決定の迅速化をより一層高め経営の効率化

を図るため、株式会社塩見の子会社であった３社を当

社の直接子会社とすることを目的として、平成17年２

月４日開催の当社取締役会において決議した株式会社

塩見との会社分割契約に基づいて平成17年４月１日に

広島法務局に申請し、平成17年４月14日に分割登記が

完了いたしました。これにより、株式会社中央設計、

株式会社アペック（旧　共栄冷機工業株式会社）及び

株式会社エネシステムは当社の直接所有による子会社

となりました。

２．実行可能期間付タームローン契約による資金調達

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。

３．「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

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。

４．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

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。

５．塩見(天津)設計資詢有限公司の設立

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。

６．株式会社的場土木コンサルの設立

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。

７．株式会社寿の全株式の取得による子会社化

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。

８．エスピー・スリー販売株式会社の設立

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。

１．成幸工業株式会社の株式取得（子会社化）

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。

２．株式会社沖広産業の株式取得（子会社化）

　　　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表の（重要な

後発事象）に記載した内容と同一であります。
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７．役員の異動

(1）代表者の異動

該当事項はありません。 

(2）その他の役員の異動

①　新任取締役候補

該当事項はありません。

②　退任予定取締役

 該当事項はありません。

③　新任監査役候補

社外監査役（非常勤）　　岡村　賢　（現　税理士）

④　退任予定監査役

該当事項はありません。 

⑤　昇格予定取締役

 該当事項はありません。 

⑥　役職の異動

該当事項はありません。 

(3）就任予定日

平成18年６月29日
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