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株主の皆様へ
　株主の皆様には平素より格別のご支援ならびにご厚情を
賜り、心より御礼申し上げます。
　当期は、決算期変更に伴い、2010年9月1日から2010
年12月31日までの4カ月決算とさせて頂いております。
　当社は、「新しい価値を創造し、心のこもったサービスを
通じて、社会に貢献する企業を目指す」という経営理念のも
と、地盤の調査を行い、強度に問題がある地盤を補強し、確
実な方法で地盤に保証を付けることにより、皆様に安心を
提供してまいりました。
　その様な中、当業界におきましては、一昨年6月に『長期
優良住宅の普及の促進に関する法律』、同10月には『住宅
瑕疵担保履行法』の施行、同12月には、『住宅エコポイント
制度』が開始されたことや、住宅ローン減税による景気刺激
策も功を奏し、新設住宅着工件数は前年の減少から再び増
加となり徐々に回復の兆しが見えてきております。
　また、住宅の品質向上、良質な住宅、環境に配慮した住宅
の普及の促進も進み、建物にとって非常に重要な要素であ
る地盤調査・補強のニーズは今後も一層高まってくるものと
確信しております。
　また、当社は地盤改良事業において新工法の開発に取り
組み、競合他社との差別化を図ったことや、保証事業におい
て、業界初の住宅価格に対応した地盤保証『THE LAND』、
地盤保証と地震補償をセットにした『THE LAND Plus』、
信託を活用し、出来高払いにすることでビルダーに万が一
の事態が発生した場合でも住宅の完成までを支援する住宅
完成エスクローサービス『住まいるガード』の販売が着実に
実績を伸ばしてきております。
　今後も、変貌する住宅業界の中で消費者の目線に立った
付加価値の高い商品を積極的に開発、展開し事業成長、企
業価値の向上に努めていく所存でございます。
　株主の皆様には、今後とも引き続きご指導・ご鞭撻の程、
何卒宜しくお願い申し上げます。

サムシングホールディングス株式会社
代表取締役社長

株主メモ
事 業 年 度 1月１日から12月31日まで
株 主 確 定 基 準 日 定時株主総会・期末配当金　12月31日

中間配当金　6月末日
定 時 株 主 総 会 毎年3月
株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
及び特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
同 連 絡 先 〒137－8081

東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話 0120－232－711（フリーダイヤル）

同 取 次 所 三菱UFJ信託銀行株式会社  全国各支店
公 告 方 法 電子公告掲載URL

http://www.sthd.co.jp/
ただし、電子公告によることができない事故、
その他のやむを得ない事由が生じた時には、
日本経済新聞に公告いたします。

証 券 コ ー ド 1408
上場金融商品取引所 大阪証券取引所JASDAQ（グロース）

事業紹介をはじめ、最新IR情報は当社ホームページにてご確認いただけます。
IRサイトのご案内

● 当社ホームページ ● IR情報

http://www.sthd.co.jp/index.html

サムシングホールディングス株式会社
http://www.sthd.co.jp/ir/index.html

1． 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、その他各種お手続きにつきまし
ては、原則として、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）
で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問
い合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱い
できませんのでご注意ください。

2． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱
UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の
口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合せください。なお、三菱
UFJ信託銀行全国各支店にてもお取り次ぎいたします。

3． 未受領の配当金のお支払い事務につきましては、株主名簿管理人であ
る三菱UFJ信託銀行の本支店でお取り扱いいたします。

ご注意



地盤調査、地盤改良、地盤保証で圧倒的な実
績を持つ著者が取り組んだ新しい住宅問題
――「住宅未完成被害」。
建築資金を払ったにも関わらず家が完成しな
い、深刻な消費者被害を、住宅完成保証という
「仕組み」で解決していく。

地盤のリスク調査と回避マニュアルをまんが
で分かりやすく解説しています。

住宅事故の6割は地盤が原因だった！　地盤
調査から地盤保証、住宅瑕疵保証業務までの
ワンストップサービスを手がけるサムシング・
グループが取り組む「地盤の見える化」！　そ
のすべてがわかる1冊。

グループ事業概要 TOPICS ／ サムシング・グループの書籍紹介

「THE LAND」
ハウスメーカー様や工務店様向
けに、建物引渡しから10年間保
証の地盤総合保証制度「THE 
LAND」を提供しています。

現況測量・役所調査

住宅関連業者支援（事業資金の融資等）

※
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地盤改良工事

地盤調査（スウェーデン式サウンディング試験）

地盤総合保障 「THE LAND」

住宅完成エスクローサービス
 「住まいるガード」

地盤総合保証制度
「THE LAND」
地盤に起因する
建物の不具合
を保証地 盤

住宅検査
（住宅瑕疵担保履行法の現場検査等）

※Something Re. Co., Ltd.
マレーシア、ラブアン島で保証事業のキャプティブを行い、
「THE LAND」のビジネスモデルを支えています。

※ベタ基礎とは地盤の長期地耐力が20KN/㎡以上の土地に採用で
きるコンクリート基礎の一種です。

住宅関連業者支援
主に、サムシング・グループのサービスを利用される住宅事業者に対
する事業資金の融資、経営に関するコンサルティング業務、住宅建材
の売買を提供します。

地盤調査
地盤の強度（N値と呼ば
れる値）を調査し、現状
の地盤で建物の建設が
可能か否かを測定します。

地盤改良
地盤調査の結果、
軟弱地盤と判定
された土地に対
し、建設する住
宅の重みに耐え
られるように、地
盤を補強します。

住宅検査
2009年10月より義務化され
た「住宅瑕疵担保責任保険」
の現場検査を主体に株式会社
GIRが提供する「住まいるガー
ド」の出来高検査を行います。

■ 株式会社GIR
損害保険会社と提携し保証事業を行い、地
盤総合保証「THE LAND」及び住宅の完成
までを支援する住宅完成エスクローサービス
「住まいるガード」を提供しています。

■ 株式会社ユナイテッド・インスペクターズ
住宅瑕疵担保責任保険の検査、住宅事業者
及び住宅取得者向け建物検査業務を行って
います。 

● サムシング・グループのサービス ● TOPICS

● サムシング・グループの書籍紹介

［第12期］
　2010年  9月 ● グループ会社決算期を12月へ変更　

11月 ● （株）サムシング西日本を
（株）サムシングへ吸収合併　
 ● ジオサイン（株）が持分法適用会社から
連結子会社に変更

■ 株式会社サムシング
サムシング・グループの中核企業であり、住
宅及び小規模店舗を中心に地盤改良工事を
主たる事業とし、地盤調査、測量調査、不同
沈下が発生した家屋の沈下修正工事を行っ
ています。

■ 株式会社サムシング四国
四国地区において、株式会社サムシングと
同様の事業を行っています。

■ エスクローファイナンス株式会社
株式会社GIR社の「住まいるガード」を利用
される住宅事業者に対する短期資金の貸付
を行っています。

■ ジオサイン株式会社
電子認証付地盤調査を実施するための
住宅地盤第三者認証システム「G-Web 
system」を提供しています。このシステ
ムを導入することで、不正や改竄を防止
するタイムスタンプ付の地盤調査報告
書を発行することができます。

住宅完成エスクローサービス
「住まいるガード」
建築工事の進捗管理を行い、出
来高に応じて住宅事業者に、予
め施主様より信託口座にてお預
かりした建築費をお支払いするこ
とで、住宅取得者の過払いや二
重払いを未然に防止します。また、
住宅事業者に万が一の事態が発
生しても、工事を継承し住宅の完
成まで支援することが可能となり
ます。



連結財務諸表

●株式の状況（2010年12月31日現在）
発行可能株式総数   30,000株
発行済株式の総数   7,926株
株主数   701名

●所有者別株式分布状況

●所有株数別株式分布状況

●大株主の状況
株主名 持株数（株） 持株比率（%）
前 俊守 2,540 32.04
サムシングホールディングス社員持株会 650 8.20
株式会社本陣 330 4.16
株式会社千葉銀行 300 3.78
前 耕蔵 210 2.64
前 トミ 205 2.58
山川 勇 155 1.95
山川 純子 154 1.94
有限会社コモリ企画 150 1.89
平野 岳史 140 1.76

株式の状況

個人・その他
96.72％

金融商品取引業者 1.00％

外国法人等 0.43％
金融機関 0.43％

その他の法人 1.43％

1単元以上
77.18％

10単元以上 8.70％

50単元以上 0.71％

100単元以上 1.85％

5単元以上 11.55％

株主優待制度のご案内

当社株式への投資の魅力を
高め、個人の皆様をはじめ、
中長期的に当社株式を保有
いただける株主様の増加を図
ることを目的としております。

●贈呈基準
①保有株式数 ◎ 1株以上5株未満の株主様に「おこめ券（全国

共通）」2kg相当
②保有株式数 ◎5株以上の株主様に「おこめ券（全国共通）」5kg相当
●贈呈時期／毎年3月（定時株主総会終了後）を予定しております。
（今回は、この株主通信等のご送付書類に同封しております。）

※写真はおこめ券１kg見本となります。

連結貸借対照表（要旨） （単位：千円）

科　目 当　期
（2010年12月31日現在）

前　期
（2010年8月31日現在）

【資産の部】

　流動資産 2,443,353 2,140,409

　固定資産 589,647 600,195

　　有形固定資産 324,162 324,458

　　無形固定資産 69,663 70,747

　　投資その他の資産 195,821 204,990

資産合計 3,033,001 2,740,605

【負債の部】

　流動負債 1,632,232 1,399,942

　固定負債 627,192 591,520

負債合計 2,259,425 1,991,463

【純資産の部】

株主資本 760,537 740,166

　資本金 331,122 331,122

　資本剰余金 295,694 295,694

　利益剰余金 133,720 113,349

評価・換算差額等 △ 132 △ 321

　その他有価証券評価差額金 △ 132 △ 321

少数株主持分 13,169 9,296

純資産合計 773,575 749,142

負債・純資産合計 3,033,001 2,740,605

連結損益計算書（要旨） （単位：千円）

科　目
当　期

自2010年 9月 1日（至2010年12月31日）
前　期

自2009年9月 1日（至2010年8月31日）
売上高 2,167,196 5,515,866
売上原価 1,577,892 3,966,672
売上総利益 589,303 1,549,193
販売費及び一般管理費 527,642 1,477,627
営業利益 61,661 71,566
営業外収益 7,649 7,547
営業外費用 12,483 35,452
経常利益 56,827 43,662
特別利益 4,270 5,122
特別損失 13,753 3,418
税金等調整前当期純利益 47,345 45,366
法人税、住民税及び事業税 11,016 46,354
法人税等還付税額 ー △ 4,612
法人税等調整額 10,712 7,037
少数株主利益 1,282 183
当期純利益又は当期純損失（△） 24,334 △ 3,597

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：千円）

科　目
当　期

自2010年 9月 1日（至2010年12月31日）
前　期

自2009年9月 1日（至2010年8月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー 100,841 17,300
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 111,435 △ 122,078
財務活動によるキャッシュ・フロー 93,843 △ 26,227
現金及び現金同等物の増減額（△減少額） 83,249 △ 131,006
現金及び現金同等物の期首残高 543,335 655,921
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ー 18,420
現金及び現金同等物の期末残高 626,585 543,335

連結株主資本等変動計算書（要旨）（自2010年9月1日　至2010年12月31日） （単位：千円）

科　目
株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

前期末残高 331,122 295,694 113,349 740,166 △ 321 △ 321 9,296 749,142
連結会計年度中の変動額
　剰余金の配当 △ 3,963 △ 3,963 △ 3,963
　当期純利益 24,334 24,334 24,334
　株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） 189 189 3,873 4,062
連結会計年度中の変動額合計 ー ー 20,371 20,371 189 189 3,873 24,433
当期末残高 331,122 295,694 133,720 760,537 △ 132 △ 132 13,169 773,575

※決算期変更に伴い、当期は、2010年9月1日から2010年12月31日までの4カ月決算となります。



単体 連結
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単体 連結

当期純利益又は当期純損失（△）（単位：千円）

売上高（単位：千円） （注）売上高には、消費税等は含まれておりません。

経常利益（単位：千円）
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1株当たり当期純利益又は当期純損失（△）（単位：円）

総資産・純資産（単位：千円）

1株当たり純資産額（単位：円）
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△1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,515,866

2,167,196

326,000（予想） 6,157,000（予想）

123,965

363,537

43,662
38,475

11,816

18,000（予想）
60,000（予想）

56,827

11,273

3,137 24,334

△3,597

27,700（予想）
17,600（予想）

2,740,605

3,033,001

680,000（予想）
895,000（予想）

801,300（予想）
3,060,000（予想）

997,136
662,727

749,142

661,902

773,575

1,256,555

93,344.12

83,614.39

95,938.13

83,510.24

100,428.97（予想）

85,793.59（予想）

3,494.84（予想）
3,070.15

395.85

2,220.59（予想）

△453.86

1,422.39

会社概要
●会社概要（2010年12月31日現在）

●ネットワーク（2010年12月31日現在）

商 　 　 　 号  ● サムシングホールディングス株式会社

設 立 年 月日  ● 2000年10月６日

本 社 所 在 地  ● 〒104-0033
  東京都中央区新川1-17-24
  新川中央ビル６F 
  TEL 03-5566-5555（代表）

資 　 本 　 金  ● 3億3,112万2,500円

従　業　員　数 ● 262名
（ 連 結 ）

役 　 　 　 員  ● 代表取締役社長 前　　 俊 守
（2010年3月25日現在）  取　締　役 笠 原　　 篤
  取　締　役 青 木　　 宏
  取　締　役（※） 佐 々 木　隆
  常勤監査役（※） 岡 田　憲 治
  監　査　役 荒 木　久 忠
  監　査　役（※） 赤 司　久 雄

（※）社外取締役または社外監査役

サムシングホールディングス（株）
（株）サムシング本社
（株）GIR
ジオサイン（株）
（株）ユナイテッド・インスペクターズ
エスクローファイナンス（株）
（株）サムシング千葉支店
（株）サムシング埼玉支店
（株）サムシング西東京営業所
（株）サムシング熊谷支店
（株）サムシング神奈川支店

（株）サムシング仙台支店
（株）サムシング
古川オペレーションセンター
（株）サムシング秋田支店
（株）サムシング盛岡営業所
（株）サムシング郡山営業所
（株）サムシング新潟支店
（株）サムシング名古屋支店
（株）サムシング大阪支店
（株）サムシング九州営業所
（株）サムシング四国

財務ハイライト ※決算期変更に伴い、当期は、2010年9月1日から2010年12月31日までの4カ月決算となります。


