
 
平成18年12月期 個別財務諸表の概要 平成19年２月16日

上場会社名 サッポロホールディングス株式会社 上場取引所 東　札

コード番号 2501 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.sapporoholdings.jp）

代表者　　　　　役職名 取締役　社長 氏名　村上　隆男

問合せ先責任者　役職名 取締役　経営戦略部長 氏名　持田　佳行 ＴＥＬ　　（03）5423－7407

決算取締役会開催日 平成19年２月16日 配当支払開始予定日 平成19年３月30日

定時株主総会開催日 平成19年３月29日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 記載金額は百万円未満を切り捨てております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 5,000 58.0 1,906 135.4 3,252 43.1

17年12月期 3,165 △2.4 809 △42.6 2,273 △24.8

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

営業収益
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年12月期 △958 ― △2.62 ― △0.8 0.9 65.1

17年12月期 1,700 △16.5 4.78 4.30 1.5 0.6 71.8

（注）①期中平均株式数 18年12月期 366,324,610株 17年12月期 355,853,395株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年12月期 357,713 123,185 34.4 325.75

17年12月期 352,064 119,834 34.0 328.06

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 378,158,722株 17年12月期 365,284,323株

②期末自己株式数 18年12月期 1,458,776株 17年12月期 1,287,083株

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,800 1,700 1,200

通期 5,400 3,200 2,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　5円29銭

        予想営業利益（中間期）　 　　　 1,100百万円

        予想営業利益（通期）　　 　　　 2,200百万円

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）期末 年間

17年12月期 5.00 5.00 1,826 107.4 1.5

18年12月期 5.00 5.00 1,890 ― 1.5

19年12月期（予想） 5.00 5.00    

 

※　上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の10ページを参照ください。
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個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   21,763   5,580  △16,183

２　営業未収入金   317   482  165

３　前払費用   3   6  2

４　繰延税金資産   43   239  196

５　未収入金   946   1,269  323

６　未収法人税等   1,374   ―  △1,374

７　短期貸付金 ※６  33,026   71,999  38,972

８　その他   0   200  199

流動資産合計   57,475 16.3  79,778 22.3 22,302

Ⅱ　固定資産         

１　無形固定資産         

(1）商標権   22   20  △2

無形固定資産合計   22 0.0  20 0.0 △2

２　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  14,643   13,139  △1,504

(2）関係会社株式   98,478   94,731  △3,746

(3）関係会社長期貸付金   180,994   169,566  △11,428

(4）長期前払費用   80   87  7

(5）その他   370   390  19

投資その他の資産合計   294,566 83.7  277,914 77.7 △16,651

固定資産合計   294,588 83.7  277,934 77.7 △16,654

資産合計   352,064 100.0  357,713 100.0 5,648
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  前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　短期借入金   4,650   35,750  31,100

２　１年内に返済する
長期借入金 ※１  47,530   47,533  2

３　１年内に償還する社債   10,000   17,597  7,597

４　未払金   1,272   1,072  △199

５　未払費用   429   430  1

６　未払法人税等   76   757  681

７　未払消費税等   3   65  61

８　預り金   6,671   3,361  △3,309

９　賞与引当金   26   20  △5

流動負債合計   70,660 20.1  106,589 29.8 35,929

Ⅱ　固定負債         

１　社債   10,000   30,000  20,000

２　転換社債   19,720   19,720  ―

３　新株予約権付社債   14,499   ―  △14,499

４　長期借入金 ※１  112,380   74,046  △38,333

５　退職給付引当金   3,581   3,184  △397

６　役員退職慰労引当金   96   10  △85

７　繰延税金負債   1,260   975  △285

８　その他   31   ―  △31

固定負債合計   161,570 45.9  127,937 35.8 △33,632

負債合計   232,230 66.0  234,527 65.6 2,297

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  46,595 13.2  ― ― △46,595

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  39,252   ―   △39,252

２　その他資本剰余金         

(1）自己株式処分差益  9   ―   △9

資本剰余金合計   39,262 11.2  ― ― △39,262

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  6,754   ―   △6,754

２　任意積立金         

(1）別途積立金  19,339   ―   △19,339

３　当期未処分利益  4,265   ―   △4,265

利益剰余金合計   30,358 8.6  ― ― △30,358

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   4,078 1.1  ― ― △4,078

Ⅴ　自己株式 ※４  △461 △0.1  ― ― 461

資本合計   119,834 34.0  ― ― △119,834

負債・資本合計   352,064 100.0  ― ― △352,064
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  前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   ― ―  50,066 14.0 50,066

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  ―   42,723   42,723

(2）その他資本剰余金  ―   13   13

資本剰余金合計   ― ―  42,736 12.0 42,736

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  ―   6,754   6,754

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  ―   19,339   19,339

繰越利益剰余金  ―   1,481   1,481

利益剰余金合計   ― ―  27,574 7.7 27,574

４　自己株式   ― ―  △571 △0.2 △571

株主資本合計   ― ―  119,805 33.5 119,805

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額
金   ― ―  3,380 0.9 3,380

評価・換算差額等合計   ― ―  3,380 0.9 3,380

純資産合計   ― ―  123,185 34.4 123,185

負債純資産合計   ― ―  357,713 100.0 △357,713
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　営業収益         

１　事業会社運営収入 ※１ 3,112   4,568    

２　関係会社配当金収入  52 3,165 100.0 431 5,000 100.0 1,834

Ⅱ　営業費用         

１　役員報酬  169   152    

２　従業員給与  526   535    

３　従業員賞与  126   151    

４　賞与引当金繰入額  26   20    

５　退職給付費用  291   264    

６　その他人件費  153   351    

７　事務所費及び事務機器費  416   695    

８　株式事務委託費  151   142    

９　その他  493   779    

営業費用計   2,355 74.4  3,093 61.9 738

営業利益   809 25.6  1,906 38.1 1,096

Ⅲ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 4,237   3,905    

２　有価証券利息  0   ―    

３　受取配当金  162   181    

４　雑収入  202   68    

営業外収益計   4,602 145.4  4,154 83.1 △447

Ⅳ　営業外費用         

１　支払利息  2,298   2,147    

２　社債利息  797   516    

３　その他  43   144    

営業外費用計   3,139 99.2  2,808 56.2 △330

経常利益   2,273 71.8  3,252 65.0 979
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅴ　特別利益         

１　投資有価証券売却益  138   589    

２　関係会社株式売却益  40   179    

特別利益計   178 5.6  769 15.4 591

Ⅵ　特別損失         

１　投資有価証券評価損  ―   48    

２　関係会社株式評価損  ―   4,133    

３　投資有価証券消却損  ―   2    

特別損失計   ― ―  4,183 83.6 4,183

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△）

  2,451 77.4  △161 △3.2 △2,612

法人税、住民税及び事業税  321   800    

過年度法人税等戻入額  △21   ―    

法人税等調整額  451 751 23.7 △3 797 16.0 45

当期純利益又は
当期純損失（△）

  1,700 53.7  △958 △19.2 △2,658

前期繰越利益   2,565   ―  △2,565

当期未処分利益   4,265   ―  △4,265
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(3）利益処分案及び株主資本等変動計算書

利益処分案

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   4,265

Ⅱ　利益処分額    

配当金  1,826 1,826

Ⅲ　次期繰越利益   2,439
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

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
その他資
本剰余金

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
（百万円）

46,595 39,252 9 39,262 6,754 19,339 4,265 30,358 △461 115,755

事業年度中の変動額           

新株の発行 3,470 3,470  3,470      6,940

剰余金の配当       △1,826 △1,826  △1,826

当期純損失（△）       △958 △958  △958

自己株式の取得         △117 △117

自己株式の処分   4 4     6 11

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
（百万円）

3,470 3,470 4 3,474 － － △2,784 △2,784 △110 4,049

平成18年12月31日　残高
（百万円）

50,066 42,723 13 42,736 6,754 19,339 1,481 27,574 △571 119,805

 

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
（百万円）

4,078 4,078 119,834

事業年度中の変動額    

新株の発行   6,940

剰余金の配当   △1,826

当期純損失（△）   △958

自己株式の取得   △117

自己株式の処分   11

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△697 △697 △697

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△697 △697 3,351

平成18年12月31日　残高
（百万円）

3,380 3,380 123,185
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券

…償却原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券

…同左

(2）子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法に基づく原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

…同左

(3）その他有価証券

①　時価のあるもの

…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）

(3）その他有価証券

①　時価のあるもの

…期末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）

②　時価のないもの

…移動平均法に基づく原価法

②　時価のないもの

…同左

２　デリバティブ取引の評価方法

…時価法

２　デリバティブ取引の評価方法

…同左

３　固定資産の減価償却の方法

無形固定資産…定額法

３　固定資産の減価償却の方法

無形固定資産…同左

４　繰延資産の処理方法

　株式発行に伴う諸費用は、支出時の費用として処理し

ております。

　社債発行差金は、社債発行日から償還日までの期間に

対応して償却しております。

４　繰延資産の処理方法

　株式交付及び社債発行に伴う諸費用は、支出時の費用

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、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に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。

なお、当事業年度末の残高はありません。

５　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

 

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち、当事業年度に属する部分の

金額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事

業年度末において発生していると認められる額を計上

しております。

　なお会計基準変更時差異につきましては、15年によ

る按分額を費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により

償却しております。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら償却しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事

業年度末において発生していると認められる額を計上

しております。

　なお会計基準変更時差異につきましては、15年によ

る按分額を費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により

償却しております。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら償却しております。
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（追加情報）

　当社及び子会社のサッポロビール株式会社を母体と

するサッポロビール企業年金基金は、平成17年11月１

日付けで、加入者分については、従来の確定利率の制

度からキャッシュバランス類似制度への制度改定、ま

た受給者分については給付利率を変更しております。

　この結果、一般管理費が７百万円減少し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が７百万円増加してお

ります。

 

 

 

(4）役員退職慰労引当金

　役員については、退職金の支給に備えるため会社内

規による必要額の100％を計上しております。

　なお、平成16年３月30日をもって役員退職慰労金制

度を廃止したことにより、新規の計上はありません。

(4）役員退職慰労引当金

同左

 

６　ヘッジ会計の方法

　借入金の金利変動リスクをヘッジするため金利スワッ

プを行っており、その会計処理は金利スワップの特例処

理によっております。

６　ヘッジ会計の方法

同左

７　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

７　消費税等の会計処理

同左

８　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

８　連結納税制度の適用

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（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）

　当事業年度より、「貸借対照表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123,185百万円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第19号 平成18年８月11日）を適用

しております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　なお、従来、固定負債の「その他」に含めておりました

社債発行差金４百万円は、当事業年度より「１年内償還社

債」に含めて表示しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（外形標準課税制度の導入）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委

員会　実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、一般管理費に計上しており

ます。

　この結果、一般管理費が73百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が73百万円減少しており

ます。

 ――――――

 

 

 ――――――

　

　

（株主資本等変動計算書に関する会計基準）

　当事業年度より、「株主資本等変動計算書に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成17

年12月27日　企業会計基準適用指針第９号）を適用して

おります。

　また、当事業年度より「株主資本等変動計算書」を作

成しております。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１　投資有価証券の一部を担保に供しております。 ※１　投資有価証券の一部を担保に供しております。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

投資有価証券 500百万円 投資有価証券 447百万円

　上記のほか、子会社であるサッポロビール㈱保有

の投資有価証券8,734百万円を担保に提供しており

ます。

　上記のほか、子会社であるサッポロビール㈱保有

の投資有価証券6,417百万円を担保に提供しており

ます。

(2）上記資産に対する債務 (2）上記資産に対する債務

１年内に返済する長期借入金 7,724百万円

長期借入金 25,702

計 33,426

１年内に返済する長期借入金 7,724百万円

長期借入金 19,478

計 27,202

※２　授権株式数　　　　普通株式 　1,000,000,000株 ――――――

　ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた

場合には、これに相当する株式数を減ずることになっ

ております。

 

発行済株式数　　　普通株式　　 366,571,406株  

　なお、当期中の発行済株式数の増加は以下の通りで

あります。

 

①　形態：新株予約権の権利行使による新株式発行  

②　発行株式数：10,391,921株  

③　資本組入総額：2,764百万円  

　３　配当制限

　商法施行規則第124条第３号の規定により、配当に

充当することが制限されている金額は4,078百万円で

あります。

――――――

 

※４　自己株式

　当社が所有する自己株式の数は、普通株式1,287,083

株であります。

――――――

 

　５　偶発債務

　下記のとおり従業員等の借入金に対し保証を行って

おります。

　５　偶発債務

　下記のとおり従業員等の借入金に対し保証を行って

おります。

（保証債務）  

従業員（住宅取得資金） 1,893百万円

サッポロワイン㈱ 942

㈱新星苑 800

その他５社 388

計 4,023

（保証債務）  

従業員（住宅取得資金） 1,656百万円

㈱新星苑 750

サッポロワイン㈱ 629

その他４社 255

計 3,291

　このほかに社債の債務履行引受契約（信託型デット

アサンプション契約）を行っております。

　このほかに社債の債務履行引受契約（信託型デット

アサンプション契約）を行っております。

第13回無担保普通社債 10,000百万円

第15回無担保普通社債 10,000

計 20,000

第13回無担保普通社債 10,000百万円

第15回無担保普通社債 10,000

計 20,000
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※６　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するもののうち、注記すべきものは次のと

おりであります。

※６　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するもののうち、注記すべきものは次のと

おりであります。

短期貸付金 33,026百万円 短期貸付金 71,999百万円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　関係会社に対する事項 ※１　関係会社に対する事項

事業会社運営収入 3,112百万円

受取利息 4,227

事業会社運営収入 4,568百万円

受取利息 3,895

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数
（千株）

当事業年度
増加株式数
（千株）

当事業年度
減少株式数
（千株）

当事業年度末
株式数
（千株）

自己株式     

普通株式        （注）1,2 1,287 190 18 1,458

合計 1,287 190 18 1,458

（注）1 普通株式の自己株式の株式数の増加190千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

2 普通株式の自己株式の株式数の減少18千株は、単元未満株式の売渡請求による減少であります。
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①　リース取引関係

  証券取引法第２７条３０の６の規定に基づき電子開示手続きを行っておりますので記載を省略しております。

②　有価証券関係

　当事業年度末、前事業年度末のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは該当ありま

せん。

③　税効果会計関係

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12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）  

退職給付引当金 1,421百万円

繰越欠損金 771

有価証券 211

その他 161

繰延税金資産小計 2,566

評価性引当額 △986

繰延税金資産合計 1,580

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 2,797百万円

繰延税金負債合計 2,797

繰延税金負債純額 1,217

（繰延税金資産）  

退職給付引当金 1,258百万円

繰越欠損金 298

有価証券 231

関係会社株式 1,681

その他 32

繰延税金資産小計 3,501

評価性引当額 △1,918

繰延税金資産合計 1,583

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 2,319百万円

繰延税金負債合計 2,319

繰延税金負債純額 735

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時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時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 40.69％

（調整）  

交際費等永久差異 5.3％

受取配当金等永久差異 △1.6％

住民税均等割額 0.2％

評価性引当額の発生 0.1％

評価性引当額の戻入 △13.8％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.6％

法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久差異 △7.4％

受取配当金等永久差異 123.0％

住民税均等割額 △2.4％

評価性引当額の発生 △1,058.2％

評価性引当額の戻入 412.6％

その他 △3.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 495.1％
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（重要な後発事象）

（前事業年度）

　該当事項はありません。

（当事業年度）

（2007年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債に係るコールオプション条項の権利発生及び行使について）

　平成16年４月23日に発行した2007年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債のコールオプション条項の権利

が平成19年１月18日に発生し、平成19年２月５日開催の臨時取締役会において、下記の通り繰上償還すること

を決議しました。

  銘柄   2007年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

 発行日  平成16年４月23日

 従来の償還期限  平成19年４月23日

 発行総額  20,000百万円

 繰上償還対象総額（額面）  6,415百万円（平成19年２月４日現在）

 繰上償還価格  額面100円につき金100円

 繰上償還期日  平成19年３月７日

 発行株式  普通株式

 転換価格  532円
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役員の異動 

（平成１９年３月２９日付） 

サッポロホールディングス株式会社（本社・東京、社長・村上隆男）では、２月１６日の取締役会

において、下記の通り役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、３月２９日の定時株主総会及び同日の株主総会後の取締役会及び監査役の協議に

て、同日付で正式に選任される予定です。 

 

記 

 

１． 取締役の新任・退任 

（１） 新任取締役候補者 

関  哲夫 （現 新日本製鐵株式会社常任監査役） 

福永 勝  （現 サッポロビール株式会社代表取締役社長） 

上條 努  （現 サッポロ飲料株式会社取締役兼常務執行役員） 

※関哲夫氏は社外取締役 

（２） 退任予定取締役 

取締役 芦部 之夫 

（３） 取締役の役職異動 

常務取締役 持田 佳行 （現 取締役経営戦略部長） 

 

２． 監査役の新任・辞任、補欠監査役の選任 

（１） 新任監査役候補者 

竹原 功  （現 株式会社ニッセイ基礎研究所代表取締役社長） 

※竹原功氏は社外監査役 

（２） 辞任予定監査役 

岡本 圀衛 

（３） 補欠監査役候補者 

矢田 次男 （現 弁護士） 

 

また、サッポログループ各事業会社の役員の異動予定は以下の通りです。 

 

■ サッポロビール株式会社（平成１９年３月２３日付） 

１． 取締役の新任・退任 

（１） 新任取締役候補者 

並木 民夫 （現 執行役員兼サッポロ流通システム株式会社代表取締役社長） 

田中 秀典 （現 経理部長） 

（２） 退任予定取締役 

大隈 明   （現 取締役兼専務執行役員）  

（３） 取締役の役職異動 

取締役兼専務執行役員 久保寺 一朗 （現 取締役兼常務執行役員生産技術本部長） 

取締役兼常務執行役員 市川 淳一   （現 取締役兼執行役員経営戦略本部長） 
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■ サッポロ飲料株式会社（平成１９年３月２３日付） 

１． 取締役の退任 

（１） 退任予定取締役 

上條 努  （現 サッポロ飲料株式会社取締役兼常務執行役員） 

 

２． 監査役の新任・辞任 

（１） 新任監査役候補者 

池内 達雄 （現 恵比寿ガーデンプレイス株式会社常勤監査役 

            兼 サッポロ流通システム株式会社常勤監査役） 

（２） 辞任予定監査役 

大久保 清治 （現 常勤監査役） 

 

■ 恵比寿ガーデンプレイス株式会社（平成１９年３月２８日付） 

１． 代表者の異動 

（１） 新任候補者 

     牛尾 和夫 （現 サッポロホールディングス株式会社取締役） 

（２） 退任予定者 

     芦部 之夫 （現 代表取締役社長） 

 

２． 取締役の新任・退任 

（１） 新任取締役候補者 

牛尾 和夫  （現 サッポロホールディングス株式会社取締役） 

中島 弘    （現 執行役員経営企画部長） 

生駒 俊行  （現 執行役員恵比寿ガーデンプレイス事業部長） 

（２） 退任予定取締役 

代表取締役社長 芦部 之夫 

取締役       花沢 公一 

取締役       高橋 賢治 

（３） 取締役の役職異動 

取締役兼専務執行役員 加藤 容一 （現 取締役兼常務執行役員） 

 

■ 株式会社サッポロライオン（平成１９年３月２７日付） 

１． 監査役の新任・辞任 

（１）   新任監査役候補者 

     持田 佳行  （現 サッポロホールディングス株式会社取締役経営戦略部長） 

（２）   辞任予定監査役 

     監査役 牛尾 和夫 

 

以上 
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