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1.  20年9月期の連結業績（平成19年9月21日～平成20年9月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注） 平成20年９月１日付で連結子会社であった太田工業株式会社及び日本不織布株式会社を吸収合併したため、当連結会計年度末において連結子会社が存在せ
ず、当連結会計年度末の連結貸借対照表を作成しておりません。このため、平成20年９月期の連結財政状態及び連結経営指標等の一部については記載しておりませ
ん。  
 

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 11,763 △4.7 716 △36.7 725 △34.9 397 △35.1

19年9月期 12,348 5.6 1,130 40.6 1,113 36.8 611 94.5

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年9月期 159.56 159.09 ― ― 6.1
19年9月期 304.38 301.84 8.3 9.2 9.2

（参考） 持分法投資損益 20年9月期  ―百万円 19年9月期  ―百万円

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

20年9月期 ― ― ― ―

19年9月期 12,816 8,455 66.0 3,397.41

（参考） 自己資本   20年9月期  ―百万円 19年9月期  8,455百万円

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

20年9月期 601 △564 △214 1,676
19年9月期 484 △888 939 1,853

2.  配当の状況 

（注）１．平成20年９月期は連結貸借対照表を作成しておりませんので、平成20年９月期に係る「純資産配当率（連結）」は記載しておりません。 
   ２．平成21年９月期に係る連結財務諸表を作成する予定はありませんので、平成21年９月期（予想）に係る「配当性向（連結）」は記載しておりません。なお、平成21
年９月期の個別ベースでの配当性向は13.4%を予想しております。  

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年9月期 ― ― ― 15.00 15.00 37 4.9 0.5
20年9月期 ― ― ― 22.50 22.50 55 14.1 ―

21年9月期 
（予想）

― ― ― 22.50 22.50 ――― ― ―――

3.  21年9月期の連結業績予想（平成20年9月21日～平成21年9月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注） 現時点において連結子会社がなく、平成21年９月期に係る連結財務諸表を作成する予定はありませんので、連結業績予想は記載しておりません。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

新規 －社   除外 ２社（社名 太田工業株式会社、日本不織布株式会社） 
（注） 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注） 詳細は、19ページ「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」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年9月期  2,488,880株 19年9月期  2,488,880株

② 期末自己株式数 20年9月期  ―株 19年9月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年9月期の個別業績（平成19年9月21日～平成20年9月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 10,663 △3.8 546 △45.5 590 △42.2 216 △62.9

19年9月期 11,083 6.0 1,003 31.5 1,021 27.0 582 62.3

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

円 銭 円 銭

20年9月期 86.92 86.67
19年9月期 289.77 287.35

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

20年9月期 12,611 8,815 69.9 3,542.05
19年9月期 12,556 8,636 68.8 3,470.05

（参考） 自己資本 20年9月期  8,815百万円 19年9月期  8,636百万円

2.  21年9月期の個別業績予想（平成20年9月21日～平成21年9月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 
（１）経営成績の分析」をご覧ください。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 6,590 11.9 533 △11.7 538 △13.8 285 △16.2 114.51
通期 12,200 14.4 780 42.6 790 33.7 419 93.7 168.35
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１．経営成績
（1）経営成績に関する分析

 ①　当期の概況

　当連結会計年度における世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱が長期化する様相

を見せ、この影響により世界的に景気の先行きに不透明感が出てまいりました。

　我が国経済におきましても、好景気を牽引してきた輸出企業には円高及び海外需要減退から、また内需関連企

業においては国内景気の停滞観測から、業績の先行きに対して不透明感が増してまいりました。さらに、相次ぐ

最終消費財の値上げ、景気の先行きに対する不安感が消費者心理を圧迫し、個人消費の伸びも鈍化しておりま

す。

　当社の主事業である環境資材事業を取巻く環境は、公共工事の市場縮小傾向のなか、第３四半期前半には揮発

油税等に係る暫定税率の維持や道路特定財源の一般財源化等をめぐる政局の混乱による公共工事の発注の遅れが

あり、また低価格競争が続くなど非常に厳しい状況が続きました。

　また、産業資材事業を取巻く環境は、ＩＴ産業においては薄型テレビの販売数量が鈍化しました。また、自動

車産業は新興国においては概ね順調であったものの、国内市場及び北米市場の不振により苦戦が続きました。

　このような環境のなかで当社では、営業面においては得意とする問題解決型の営業に注力し新規案件の発掘・

成約に努めてまいりました。価格競争の激化と原材料価格の高騰に対しては徹底した生産性改善によるコスト削

減を行うとともに、高付加価値製品の拡販等により利益確保に努めてまいりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は11,763百万円(前連結会計年度比4.7％減)となりました。利益面におき

ましては、売上高が減少したことに加え、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を早期適用したこと等により、

経常利益は725百万円(同34.9％減)、当期純利益は397百万円(同35.1％減)となりました。　

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（環境資材事業）

　環境資材事業では、「防災・減災」、「補修・補強」、「自然環境」のニーズに応える当社の製品は市場から

一定の評価を受けておりますが、厳しい経営環境が続いた結果、売上高は9,815百万円(前連結会計年度比4.0％

減)となりました。

　利益面におきましては、適正価格の維持を図りつつ、生産性の改善に積極的に取り組んでまいりましたが、売

上高が減少したこと、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を早期適用したこと、将来を展望した積極的な営業

展開に伴う経費が増加したこと等により、営業利益は1,028百万円(同28.1％減)となりました。

（産業資材事業）

　産業資材事業では、リユース事業の新規展開を図ってまいりましたが、景気の減速にともないＩＴ産業向け及

び自動車産業向けの製品に対する需要が低調に推移した結果、売上高は1,948百万円(同8.3％減)となりまし

た。

　利益面におきましては、原材料価格が上昇するなか、販売価格への転嫁と生産性の改善により利益確保に努め

てまいりましたが、売上高が減少したこと、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を早期適用したこと等により、

営業利益は115百万円(同26.0％減)となりました。

 

 ②　次期の見通し

　今後の我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機が世界の実体経済にまで波及し、我が国

においても景気は減速・停滞から後退局面に入るものと思われます。また、これまで景気減速の大きな要因で

あった資源価格の高騰には、一転して下落傾向がみられるものの、実体経済の悪化を反映したものでもあり楽観

視はできません。さらに、景気後退にともない、個人消費の減退は鮮明に表れてくるものと思われます。

　このような状況のもとで、環境資材事業におきましては、公共事業の市場の縮小が続くなかにあっても、市場

から一定の評価を受けております「防災・減災」、「補修・補強」、「自然環境」に対しては底堅い需要が見込

まれ、それに対応した主力製品の盛土補強材、河川製品、景観資材のマーケット・シェアのさらなる拡大に取り

組んでまいります。

　また、産業資材事業におきましては、主要な需要先であるＩＴ産業及び自動車産業において厳しい状況が続く

ものと思われますが、最高水準のリユース技術、洗浄技術、カット技術及びこれらを融合した技術を活かした需

要の創出を行ってまいります。

　収益面では、価格競争はさらに厳しさを増すことが予想され、また原材料価格には下落傾向が見えてきたとは

いうものの、決して楽観視できないものと思われます。このようななか、利益確保に向けた不断のコスト削減努

力を行ってまいります。　

　こうした状況を踏まえ、次期の業績の見通しにつきましては、売上高12,200百万円、営業利益780百万円、経

常利益790百万円、当期純利益419百万円を予想しております。なお、事業の種類別の売上高は、環境資材事業で

10,200百万円、産業資材事業で2,000百万円を予想しております。　
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(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

　平成20年９月１日付で連結子会社であった太田工業㈱及び日本不織布㈱を吸収合併したため、当連結会計年度末

において連結子会社が存在せず、当連結会計年度末の連結貸借対照表は作成しておりませんが、参考として個別財

務諸表における資産、負債及び純資産の状況を記載いたします。

     (資産)

　当事業年度末における資産合計は、前期と比較して55百万円(前事業年度比0.4％)増加し、12,611百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金、受取手形、売掛金等の増加により流動資産が706百万円増加したこと、

合併により連結子会社から引き継いだ土地等の増加により有形固定資産が624百万円増加したこと、合併に伴う

関係会社株式、関係会社長期貸付金の減少等により投資その他の資産が1,298百万円減少したことによるもので

あります。

   　(負債）

　当事業年度末における負債合計は、前期と比較して123百万円(同3.2％)減少し、3,795百万円となりました。

これは主に、買掛金が125百万円減少したこと、未払法人税等が86百万円減少したこと、設備支払手形が87百万

円増加したことによるものであります。 

　　（純資産） 

　当事業年度末における純資産合計は、前期と比較して179百万円(同2.1％)増加し、8,815百万円となりました。

これは、利益剰余金が179百万円増加したことによるものであります。 

  ②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期と比較して176百万円（前連結会計年度比9.5％）減少

し、1,676百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期と比較して116百万円（同24.0％）増加の、601百万円

となりました。これは、税金等調整前当期純利益733百万円、減価償却費432百万円、売上債権の減少額182百万

円、たな卸資産の減少額158百万円等の収入と、法人税等の支払額517百万円、仕入債務の減少額289百万円等の

支出によるものであります。 

     (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して323百万円(同36.4％）減少の、564百万円とな

りました。これは、定期預金の払戻による収入450百万円等の収入と、定期預金の預入による支出630百万円、有

形固定資産の取得による支出324百万円等の支出によるものであります。 

　　 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、214百万円（前連結会計年度は939百万円の収入）となりました。

これは、短期借入金減少額150百万円、長期借入金の返済による支出27百万円、配当金の支払額36百万円の支出

によるものであります。 

         キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期

 自己資本比率（％） 52.0 55.7 66.0 －

 時価ベースの自己資本比率（％） － － 40.4 －

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 126.4 240.2 45.4 －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 133.7 51.3 58.2 304.3

 　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

  　　　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　　　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い       
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 　　　　(注)  1. いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

               2. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

               3. 平成17年９月期及び平成18年９月期の時価ベースの自己資本比率については、当社株式は非上場であ

          　      り、株式時価総額が把握できませんので記載しておりません。

               4. 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。

               5. 有利子負債は連結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全ての負債を対象とし

　　　　　　　　　ております。

　　　　　　　 6．平成20年９月１日付で連結子会社であった太田工業㈱及び日本不織布㈱を吸収合併したため、当連結

　　　　　　　　　会計年度末において連結子会社が存在せず、当連結会計年度末の連結貸借対照表を作成していないた

　　　　　　　　　め、自己資本比率、時価ベースの自己資本比率、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は記載してお

　　　　　　　　　りません。　　

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当につきましては、当期・

中長期の業績見通し、将来の事業展開を勘案し、安定継続配当を行うこととしており、また、内部留保につきまして

は、当社の競争力の維持・強化による将来の収益力向上を図るための設備投資、研究開発及び効率的な体制整備に有

効に活用する方針であります。

　なお、毎事業年度における配当の回数については、中間配当制度はあるものの、期末配当の年１回の配当を行うこ

とを基本方針としております。

　この方針のもと、平成20年９月期の期末配当金につきましては、１株当たり22.5円の配当を行う予定であります。

また平成21年９月期につきましても業績動向等を総合的に勘案した期末配当を実施する予定であります。

(4）事業等のリスク

　以下において当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

当社として必ずしも事業遂行上のリスクとは考えていない事項につきましても、投資家の投資判断上あるいは当社の

事業を理解いただく上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から開示しており

ます。

　なお、文中における将来に関する事項は、本会計年度末現在において当社が判断したものであります。

①　売上高の公共事業比率が高い事について

　当社は、売上高の83.4％（平成20年９月期）を環境資材事業が占めており、その製品の需要先は公共事業を施

工するゼネコン等となっております。これら公共事業は依然として減少傾向にあり、公共事業費のコスト縮減策

の推進から業者間競争はますます激しくなっております。このような環境の中、公共事業の更なる縮小、取引先

の業績悪化などがあった場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　特定製品への依存度

　環境資材事業の主要製品である「アデム」、「アデムウォール」は、総売上高に占める割合は31.0％（平成20

年９月期）と高くなっております。

　「アデム」、「アデムウォール」に依存することなく新しい製品・工法への研究開発に取り組んでおりますが、

これら製品が市場ニーズに合わなくなったり、製品クレームなどにより販売量が減少した場合は、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。

③　原材料について

　当社の主力製品である「アデム」、「アデムウォール」は、合成樹脂、合成繊維を原材料としております。そ

の原材料の主成分となる原油の価格上昇により、原材料価格が高騰し、その上昇分を販売価格に転嫁できない場

合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　受託加工業務の競争激化

　産業資材事業では精密機器洗浄用ワイピングクロスのクリーニング等の受託加工業務を行っており、今後、同

業他社や海外製品のシェア拡大など競争が激化し、ユーザーの要求する品質、価格、納期を提供することができ

なくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤　為替相場の変動

　当社は、コンクリート構造物の補修や補強工事に使用する接着系あと施工アンカー等の商品を輸入しており、

為替相場の変動により購入価格が変動するといった為替リスクが存在します。当社としては、為替予約等により

為替相場の変動による経営成績への影響が軽微になるよう努めておりますが、大幅な為替相場の変動により為替

予約等で対応できなかった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　技術革新による影響について

　当社が市場のニーズにあった製品を提案できなかった場合、あるいは技術の進歩に対して適切に対応できな

かった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　知的財産等について

　当社は、新製品、工法等について特許権等の知的財産の登録を行い、権利保護に努めておりますが、国内外に

おいて当社の権利が侵害される可能性があります。

　また、当社は、第三者の知的財産を侵害しないように注意を払っておりますが、当社が認識していない範囲で

第三者の知的財産を侵害する可能性があります。当社が仮に侵害し、第三者と知的財産権をめぐって損害賠償、

対価の支払い等を請求された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　訴訟・クレーム問題

　当社の製品・工法を納入した現場において、水害等による崩落等があった場合は、訴訟・紛争等の対象となる

恐れがあります。現在において当社の事業に重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておらず、これらの事故の防

止対策には万全を期しておりますが、万一、製品の瑕疵があり製品・工法を納入した現場の崩落等があった場合、

当社の信用力低下に繋がる恐れがあり、また保険の負担割合等によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

⑨　自然災害について

　当社の主要な製造拠点は、福井県内に集中しております。そのため、局地的な水害や冬季間の雪害・地震等に

より物流が滞り、原材料の入荷の遅延による操業停止並びに製品の出荷の遅延が生じた場合、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。

⑩　労働災害発生によるリスクについて

　当社では、製造過程において生産設備に回転体等を多く使用し、従業員がその操作を行う環境のなかで、過去

にその回転体に従業員が巻き込まれる事故が発生しております。

　当社ではこうした現場での労働災害を防止すべく、作業に従事する従業員等の健康・安全には十分な注意を

払っており、現在も同様の事故を起こさないために安全管理体制を強化し、全設備の安全対策を再度見直しする

など再発防止に努めておりますが、労働災害が発生するリスクは常に存在しております。

　こうした労働災害が発生した場合に、人的損害に加え、従業員等への補償や納期延期による取引先への補償等、

さらには労働契約上の安全配慮義務違反や不法行為責任等に基づく損害賠償義務の金銭的損害、行政処分が発生

すること、また当社の業務に対する取引先からの信頼低下や評判悪化により、当社の業績に影響を与える可能性

があります。
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２．企業集団の状況
　当社の主な事業内容は、環境資材事業（①土木資材、建築資材の製造・販売、②各種汚濁防止用フェンスの製造・販

売）と産業資材事業（①各種繊維を原料とした産業資材の加工製造・販売、②不織布の製造・販売）であります。

　当社は、当社グループ全体の経営資源の集中と経営の効率化を図ることを目的とし、平成20年９月１日付で当社を存

続会社とし、100％子会社である太田工業株式会社及び日本不織布株式会社を消滅会社とする吸収合併を行いました。

　この吸収合併により、太田工業株式会社の各種汚濁防止用フェンスの製造・販売を当社環境資材事業本部に、日本不

織布株式会社の不織布の製造・販売を当社産資事業本部に吸収いたしました。

　各事業の内容は以下のとおりです。

(1)　環境資材事業

　当社は、繊維とプラスチックを素材とした環境資材（ジオシンセティックス）事業に創業以来、取り組んでま

いりました。ジオシンセティックスとは、”土木工事などに使用される高分子材料の製品”の総称で、geoという

言葉とsyntheticsという言葉が合成されてできた用語であります。

　主に環境資材事業本部がこの事業を担当しており、主要な製品は盛土補強材、土木シート、接着アンカー、プ

ラスチック擬木、海洋汚濁防止シート、オイルフェンス、シルトフェンス、暗渠排水材等であります。

　また、「防災」、「安全・安心」、「環境」、「リサイクル」、「維持補修」をキー・ワードに、繊維と樹脂

を素材とした環境資材とコンクリート構造物の補修・補強材料及びそれらを利用した工法を提供しております。

　なお、これらの製品を構成する材料の一部は、産資事業本部で生産している材料を使用しております。

(2)　産業資材事業

　　当社は、繊維産業として培った知識・ノウハウを活かした繊維カット技術と超純水洗浄技術の提供及び生産、

また目的・用途に応じて多様な加工や機能付加ができる不織布の生産を手がけております。　　

　主に産資事業本部がこの事業を担当しており、主要な製品は、細巾織物二次製品、精密機器洗浄用ワイピング

クロス、フラットディスプレイパネルのクリーニングロール、不織布等であります。

　細巾織物二次製品は、主にワイピングクロス・ネームリボン・各種工業繊維等の繊維製品を対象とし、独自の

カット技術と加工技術を提供しております。

　精密機器洗浄用ワイピングクロスは、クリーンルーム内で使用され、専用のクリーン洗濯機と超純水及び超音

波を利用した洗浄を行っております。また36期よりフラットディスプレイパネルの洗浄用として使用されるク

リーニングロールのリユース事業を開始いたしました。　

　不織布は、原反メーカーとして、二次加工メーカー、最終製品メーカーに製品を供給しています。その用途と

しては車輌用（主に自動車関連）や土木・建設用に使用され、年々拡大・高機能化しております。

　なお、これらの製品の一部は、環境資材事業本部で生産している製品の材料として使用されております。
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事業系統図は次の通りであります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「人と人との良いつながり」を基本理念として、「人・大地・繊維」を融合した「知恵と技術」で「地球

との共生」を実現することを経営理念として掲げ事業運営をしております。

　この経営理念に基づき、主事業である「ジオシンセティックスの総合企業」としての「環境資材事業」を柱に、独

創的な技術力と開発力により、皆様の「快適な地域社会と地球環境との共生」ができる社会の創造に貢献してまいり

たいと考えております。

　またこれまで培ってきた繊維加工技術を活かし、民需を中心とした「産業資材事業」をもう一つの柱にすべく、「快

適な生活」「健康と安心」「環境と再生」「先端技術とバイオ」等をテーマに無限の可能性を追求してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、全体の企業価値を最大にするために、目標とする経営指標を売上高営業利益率10％以上としており、さら

に将来には15％以上を確保できるよう経営効率の改善を図ってまいります。

　なお、当期の売上高営業利益率は個別ベースで5.1％、連結ベースで6.1％でした。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　社会の構造変化がもたらす諸般の需要変化を先読みして製品開発し、「市場を創出」していくことが中長期的には

重要な課題です。

　当社グループの環境資材事業では、白書等に示される国の長期見通しや方針に沿った新製品・工法等の開発に積極

的に取り組んでまいります。

　一方、民需を中心とする産業資材事業の分野では、高品質、低価格、短納期というユーザーの要求に対応する高度

な加工技術、新製品等の開発に積極的に取り組んでまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社は、従来の「ジオシンセティックスの総合企業」としての環境資材事業だけではなく、ＩＴ産業のクリーンルー

ム内で使用されるワイピングクロスの製造・販売をはじめとする産業資材事業をもう一方の柱に成長させ、バランス

のとれた経営基盤を構築していきたいと考えております。

　その実現のために、次に掲げる項目が重要であると考えております。

①　各企業活動における利益率の向上

土木・建築資材販売を中心とする環境資材事業につきましては、公共事業は依然として減少傾向にあり、さら

には予算の縮小による発注コスト削減が進んでおり、国・地方自治体の値下げ要請と納入業者間競争はますます

激しくなっております。

　また近年の原油価格の高騰によるメーカーの原材料価格の値上げも続いており、製造原価の高騰も利益率を圧

迫する要因となっております。

　そのため、当社では、原材料のコストアップ分について販売価格への転嫁を図るとともに、業務改善の推進や

製品改良によるコスト削減での利益率の向上に併せ、新製品の開発及び製品の新たな用途開発に取り組んでまい

ります。

　②　産業資材事業におけるマーケットシェアの拡大

当社製品であるクリーンルーム用ワイピングクロスは、ＩＴ産業の動向に左右されるため、今後も動向を見極

めながら新製品の開発に取り組んでまいります。また、当社の洗浄技術を活かしたクリーニングロールのリユー

ス事業を開始いたしましたが、これは今まで産業廃棄物処理されていた製品を当社の技術で再製品化する新しい

取組みの一つで、このような市場開拓も拡大していく上での課題であると考えております。

　不織布については、従来の用途（車両、土木資材、生活資材等）だけでなく、付加価値をつけた製品開発を行

い、既存市場だけでなく新たな市場への展開を図っていきます。

　さらには環境資材事業との研究開発を拡充し、新製品や既存製品の改良により、マーケットシェア拡大を行っ

てまいります。

　③　Ｍ＆Ａの活用

　当社では過去に３件のＭ＆Ａを実施しており、今後も効果的にＭ＆Ａを実施する方針であります。このため、

Ｍ＆Ａについては投資効果はもちろん、対象企業の取扱製品の将来性や当社との相乗効果を十分に検討したうえ

で、事業の拡大と業績の向上を目指し推進してまいります。
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　④　人材育成

　当社では、Ｍ＆Ａの実施や新規事業の展開を図っており、人材の確保、育成は重要な経営課題であります。そ

のため、今後も即戦力を求めた中途採用を行うとともに、中長期的な視点での人的基盤造りのための新規採用を

行ってまいります。また、当社組織面も含めて当社内の研修体系の整備を行い、継続的な人材育成を行ってまい

ります。

　⑤　内部管理体制

　当社の円滑な拡大を図るためにも、各事業分野における業務遂行上の法的規制を遵守することが重要でありま

す。これらコンプライアンス体制の強化のために内部監査室の内部監査を充実し、監査役監査と併せて今後も内

部管理体制の強化に努めてまいります。

　⑥　生産体制の強化

　当社では、ISO9001、ISO14001を取得するほか、生産効率を高めるための全社的生産革新活動であるＴＰＭ

（Total Productive Maintenance）活動による生産現場の効率化を図ることで、生産性の向上を実現しておりま

す。

　また、品質管理部の設置・強化により、製造過程及び耐久試験等での品質向上を行うとともに、製品競争力の

強化にも役立てております。

　なお、廃棄物の分別・リサイクル等にも取組み、地球環境に優しい企業としての活動を継続してまいります。

　⑦　購買部門の強化

　原油価格高騰などにより、各種原材料の仕入れ価格が高騰するなか、購買部門の設置・強化により、品質を維

持しながら、グローバルな視点に立った最適な原材料の調達を行うとともに、製品改良時など新しい原材料の調

査、調達に力を発揮するよう体制整備を進めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

※平成20年９月１日付で連結子会社であった太田工業㈱及び日本不織布㈱を吸収合併したため、当連結会計年度末にお　

いて連結子会社が存在せず、当連結会計年度末の連結貸借対照表は作成しておりません。

  
前連結会計年度

（平成19年９月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   2,303,004  

２．受取手形及び売掛金   4,434,188  

３．たな卸資産   1,952,202  

４．繰延税金資産   152,457  

５．その他   19,912  

貸倒引当金   △4,577  

流動資産合計   8,857,188 69.1

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※ 2,619,768   

減価償却累計額  1,447,818 1,171,949  

(2）機械装置及び運搬具  1,961,338   

減価償却累計額  1,376,597 584,741  

(3）土地 ※  1,410,094  

(4）建設仮勘定   18,717  

(5）その他  554,227   

減価償却累計額  392,493 161,733  

有形固定資産合計   3,347,237 26.1

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   58,738  

(2）その他   25,245  

無形固定資産合計   83,983 0.7

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   59,610  

(2）繰延税金資産   326,449  

(3）その他   147,786  

貸倒引当金   △5,533  

投資その他の資産合計   528,312 4.1

固定資産合計   3,959,532 30.9

資産合計   12,816,721 100.0
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前連結会計年度

（平成19年９月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   2,166,315  

２．短期借入金   150,000  

３．１年以内返済予定長期
借入金

※  30,000  

４．未払金   419,901  

５．未払法人税等   272,345  

６．未払消費税等   42,279  

７．設備支払手形   91,822  

８．賞与引当金   296,006  

９．その他   54,672  

流動負債合計   3,523,342 27.5

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※  40,000  

２．役員退職慰労引当金   644,943  

３．退職給付引当金   152,685  

固定負債合計   837,629 6.5

負債合計   4,360,971 34.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,023,922 8.0

２．資本剰余金   983,550 7.7

３．利益剰余金   6,445,059 50.3

株主資本合計   8,452,531 66.0

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金

  3,218 0.0

評価・換算差額等合計   3,218 0.0

純資産合計   8,455,750 66.0

負債純資産合計   12,816,721 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20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   12,348,112 100.0  11,763,898 100.0 △584,213

Ⅱ　売上原価 ※１  7,714,737 62.5  7,500,442 63.8 △214,294

売上総利益   4,633,375 37.5  4,263,455 36.2 △369,919

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２        

１．荷造運送費  649,278   622,845    

２．設計委託費  122,923   108,787    

３．役員報酬  95,167   83,694    

４．給料手当  853,629   944,110    

５．賞与  112,416   94,020    

６．賞与引当金繰入額  200,116   200,171    

７．退職給付費用  47,603   51,097    

８．役員退職慰労引当金
繰入額

 7,880   7,946    

９．旅費交通費  165,999   167,677    

10．減価償却費  103,443   117,591    

11．のれん償却額  38,387   －    

12．その他  1,105,660 3,502,506 28.3 1,149,213 3,547,157 30.1 44,650

営業利益   1,130,868 9.2  716,298 6.1 △414,569

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,987   6,630    

２．受取配当金  990   899    

３．為替差益  2,239   －    

４．その他  9,764 14,982 0.1 9,366 16,896 0.2 1,914

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  9,138   2,444    

２．株式交付費  19,138   －    

３．クレーム補償費　  －   4,428    

４．その他  3,819 32,096 0.3 770 7,644 0.1 △24,452

経常利益   1,113,754 9.0  725,551 6.2 △388,202
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前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20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)

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ 3,785   1,074    

２．適格年金終了益  77,771   －    

３．労働災害損害賠償引
当金戻入益 

 5,859   －    

４．過年度損益修正益　 ※４ －   22,888    

５．その他  114 87,531 0.7 － 23,963 0.2 △63,567

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※５ 10,859   4,024    

２．過年度対応退職給付
費用 

 12,091   －    

３．過年度損益修正損　 ※６ －   11,924    

４．その他  740 23,691 0.2 － 15,949 0.2 △7,742

税金等調整前当期純
利益

  1,177,594 9.5  733,566 6.2 △444,028

法人税、住民税及び
事業税

 512,510   403,661    

法人税等調整額  53,367 565,877 4.5 △67,213 336,448 2.8 △229,429

当期純利益   611,717 5.0  397,118 3.4 △214,598
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

 株主資本
評価・換算差額
等

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

平成18年９月20日　残高（千円） 256,672 216,300 5,847,883 6,320,855 8,514 6,329,370

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 767,250 767,250  1,534,500  1,534,500

剰余金の配当   △14,541 △14,541  △14,541

当期純利益   611,717 611,717  611,717

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    △5,295 △5,295

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

767,250 767,250 597,175 2,131,675 △5,295 2,126,380

平成19年９月20日　残高（千円） 1,023,922 983,550 6,445,059 8,452,531 3,218 8,455,750

当連結会計年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

 株主資本
評価・換算差額
等

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

平成19年９月20日　残高（千円） 1,023,922 983,550 6,445,059 8,452,531 3,218 8,455,750

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当   △37,333 △37,333  △37,333

当期純利益   397,118 397,118  397,118

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    197 197

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 359,785 359,785 197 359,982

平成20年９月20日　残高（千円） 1,023,922 983,550 6,804,844 8,812,316 3,416 8,815,732
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20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  1,177,594 733,566 △444,028

減価償却費  375,847 432,430 56,582

長期前払費用償却費  1,993 1,470 △522

のれん償却額  38,387 － △38,387

貸倒引当金の増加額  1,397 25,250 23,853

労働災害損害賠償引当金の減少額  △89,350 － 89,350

役員退職慰労引当金の増加（減少）
額

 △373 4,340 4,713

退職給付引当金の増加（減少）額  △51,902 13,966 65,869

賞与引当金の減少（増加）額  6,373 △11,665 △18,038

受取利息及び受取配当金  △2,977 △7,530 △4,552

支払利息  9,138 2,444 △6,693

為替差損益  86 △963 △1,049

有形固定資産売却益  △3,785 △1,074 2,710

有形固定資産除却損  10,859 3,696 △7,163

ゴルフ会員権売却益  △114 － 114

売上債権の減少（増加）額  △114,853 182,493 297,347

たな卸資産の減少（増加）額  △389,405 158,530 547,936

仕入債務の減少（増加）額  57 △289,605 △289,662

その他  81,923 △132,986 △214,909

小計  1,050,896 1,114,365 63,469

利息及び配当金の受取額  2,701 6,826 4,124

利息の支払額  △8,338 △1,976 6,361

法人税等の支払額  △560,339 △517,706 42,633

営業活動によるキャッシュ・フロー  484,919 601,508 116,589
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前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20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  △450,000 △630,000 △180,000

定期預金の払戻による収入　  － 450,000 450,000

有形固定資産の取得による支出  △403,573 △324,930 78,643

有形固定資産の売却による収入  19,150 3,117 △16,032

無形固定資産の取得による支出  △47,196 △44,318 2,878

投資有価証券の取得による支出  △4,981 △5,992 △1,010

ゴルフ会員権の売却による収入  714 － △714

保険積立による支出  △2,678 △2,647 31

貸付金の回収による収入  61 5,550 5,489

貸付けによる支出　  － △15,700 △15,700

その他  △10 － 10

投資活動によるキャッシュ・フロー  △888,515 △564,920 323,594

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金減少額  △550,000 △150,000 400,000

長期借入金の返済による支出  △30,000 △27,500 2,500

株式の発行による収入  1,534,500 － △1,534,500

配当金の支払額  △14,541 △36,930 △22,389

財務活動によるキャッシュ・フロー  939,958 △214,430 △1,154,389

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △86 963 1,049

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  536,275 △176,879 △713,155

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,316,728 1,853,004 536,275

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,853,004 1,676,124 △176,879
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

１．連結の範囲に関する事項

 

連結子会社の数　　　　２社

　子会社は、すべて連結しております。

当該連結子会社の名称

　太田工業㈱

　日本不織布㈱ 

連結子会社の数　　　　－社

　平成20年９月１日付で連結子会社であっ

た太田工業㈱及び日本不織布㈱を吸収合併

したため、当連結会計年度末において連結

子会社が存在せず、当連結会計年度は、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結キャッシュ・フロー計算書のみを

作成しております。

　なお、連結損益計算書、連結株主資本等

変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計

算書に含まれる太田工業㈱の会計期間は平

成19年９月１日から平成20年８月31日まで、

また日本不織布㈱の会計期間は平成19年９

月21日から平成20年８月31日まででありま

す。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち太田工業㈱の決算日は

８月31日であります。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、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

　連結貸借対照表を作成していないため、

該当事項はありません。

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

 

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算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

により算定しております。）

時価のないもの  

 移動平均法による原価法

①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  

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

 

 

 

②たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

総平均法に基づく原価法

②たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

　総平均法に基づく原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法

貯蔵品

同左

 

 

 

 

（会計方針の変更）　

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する

連結会計年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当連

結会計年度から同会計基準を適用してお

ります。　　　　　　　

　これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

169,096千円減少しております。なお、

セグメント情報に与える影響額は、当該

箇所に記載しております。

　また、当該会計方針の変更が当下半期

に行われたのは、棚卸資産の評価に関す

る会計基準に係る受入準備が当下半期に

整ったことによります。このため、変更

後の基準によった場合と比べ、当中間連

結会計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益は181,721千円多

く計上されております。　

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

 

 

①有形固定資産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く。）については定額法を

採用しております。

　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　　　７～38年

機械装置及び運搬具　４～12年

（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、当連結会計年

度より、法人税法の改正（「所得税法等

の一部を改正する法律」（平成19年３月

30日 法律第６号）及び「法人税法施行

令の一部を改正する政令」（平成19年３

月30日 政令第83号））に伴い、平成19

年４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

①有形固定資産

同左

 

 

 

　

  

 

 

（追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

前田工繊㈱（7821）平成 20 年９月期決算短信

－ 19 －



項目
前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

 

 

②無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法により償却しており

ます。

②無形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

③長期前払費用

　定額法によっております。

③長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基

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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

 

 

②賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当連結会計年度に負担すべ

き額を計上しております。

②賞与引当金

同左

 

 

③役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

③役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

 

 

④退職給付引当金

　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の見

込額に基づき、当連結会計年度末におい

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、数理計算上の差異は、５年によ

る按分額を発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

(追加情報)

　当社は、平成18年10月１日をもって税

制適格退職年金制度を解約し、確定拠出

型の年金制度及び退職一時金制度とする

退職給付制度へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」(企業会

計基準適用指針第１号)を適用しており

ます。

　本移行に伴う影響額は、特別利益に

「適格年金終了益」として77,771千円計

上されております。

　また、連結子会社において確定拠出型

の年金制度及び退職一時金制度とする退

職給付制度への移行及び新設について、

厚生労働省の承認（平成19年８月23日 

近厚発第0823005号）を受けました。な

お、一部の連結子会社で加入しておりま

した中小企業退職共済制度については移

行と同時に解約を行っております。

　本移行及び新設に伴い、従業員の過年

度勤務期間に対応する退職給付費用発生

額12,091千円を特別損失に「過年度対応

退職給付費用」として計上しております。

④退職給付引当金

　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の見

込額に基づき、当連結会計年度末におい

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、数理計算上の差異は、５年によ

る按分額を発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

 

 

(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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

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。

　連結貸借対照表を作成していないため、

該当事項はありません。

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っております。

―――――――

７．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ヶ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
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「受取

保険金」（当連結会計年度69千円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、当連結会計年度より営業

外収益の「その他」に含めて表示しております。

　前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含

めて表示していた「為替差益」は、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度において、為替差益は、連

結損益計算書の営業外収益「その他」に203千円含まれて

おります。

　前連結会計年度において営業外費用の内訳として表示し

ていた「新株発行費」は、「繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日

　実務対応報告第１号）の適用により、当連結会計年度よ

り「株式交付費」として表示しております。

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「ゴル

フ会員権売却益」（当連結会計年度114千円）は、特別利

益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度

より特別利益の「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含

めて表示していた「クレーム補償費」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記しております。なお、前連結会計年度において、クレー

ム補償費は、連結損益計算書の営業外費用「その他」に

3,103千円含まれております。 
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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19年９月20日）

　※　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産

建物及び構築物 169,139千円

土地 184,942千円

計 354,081千円

上記に対応する債務

１年以内返済予定長期借入金 30,000千円

長期借入金 40,000千円

計 70,000千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

 ※１．　　　　　　　　―――――――　　　　　　　　 ※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、当該切下額は169,096千円であります。

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は5,345千円であ

り、当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は3,847千円であ

り、当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。

※３．固定資産売却益は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 3,785千円 機械装置及び運搬具 1,074千円

 ※４．　　　　　　　　―――――――　　　　　　　　  ※４．過年度損益修正益は、過年度における労働保険料の

修正によるものであります。

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

建物及び構築物 6,080千円

機械装置及び運搬具 3,419千円

その他 1,359千円

計 10,859千円

建物及び構築物 0千円

機械装置及び運搬具 2,590千円

その他 1,105千円

ソフトウェア　 328千円

計 4,024千円

 ※６．　　　　　　　　―――――――　　　　　　　　  ※６．過年度損益修正損は、過年度における保険積立金の

修正によるものであります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年９月21日　至　平成19年９月20日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 1,938,880 550,000 ― 2,488,880

合計 1,938,880 550,000 ― 2,488,880

　（注）　発行済株式数の増加は、公募により550,000株の新株発行（払込期日：平成19年８月５日）を実施したことによ

る増加分であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月18日

定時株主総会
普通株式 14,541 7.50 平成18年９月20日 平成18年12月19日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月18日

定時株主総会
普通株式 37,333 利益剰余金 15.00 平成19年９月20日 平成19年12月19日

当連結会計年度（自　平成19年９月21日　至　平成20年９月20日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 2,488,880 ― ― 2,488,880

合計 2,488,880 ― ― 2,488,880

　

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月18日

定時株主総会
普通株式 37,333 15.00 平成19年９月20日 平成19年12月19日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年11月25日

取締役会
普通株式 55,999 利益剰余金 22.50 平成20年９月20日 平成20年12月19日
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（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18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

　※　　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

　※　　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成19年９月20日現在） （平成20年９月20日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 2,303,004 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △450,000 

現金及び現金同等物 1,853,004 

 （千円）

現金及び預金勘定 2,306,124

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △630,000

現金及び現金同等物 1,676,124

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日

至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

（有形固定資産）
その他

22,480 17,799 4,680

合計 22,480 17,799 4,680

―――――――

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,960千円

１年超 390千円

合計 5,351千円

―――――――

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 7,732千円

減価償却費相当額 7,238千円

支払利息相当額 247千円

支払リース料 5,039千円

減価償却費相当額 4,680千円

支払利息相当額 79千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年９月20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 52,125 57,530 5,404

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 52,125 57,530 5,404

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 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 52,125 57,530 5,404

２．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 2,080

当連結会計年度（平成20年９月20日）　　

　　　　当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成していないため、個別財務諸表の注記事項として記載してお

ります。

 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

　注記の対象となるデリバティブ取引を利用していないた

め該当事項はありません。

同左
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出型の年金制度及び退職一時金制度

とする退職給付制度を設けております。一部の連結子

会社では、総合設立型の厚生年金基金制度に加入して

おります。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出型の年金制度及び退職一時金制度

とする退職給付制度を設けております。

　なお、一部の連結子会社では、総合設立型の厚生年

金基金制度に加入しておりましたが、平成20年９月１

日付の当社との合併に伴い脱退しております。

（注）一部の連結子会社が加入しております厚生年金

基金は複数事業主制度による総合型の厚生年金

基金制度であり、自社の拠出に対する年金資産

の額を合理的に計算できないため、年金資産に

は含めておりません。なお、給与総額の割合で

計算した当該厚生年金基金制度の年金資産の額

は、42,699千円であります。

 

 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 153,495千円

②未認識数理計算上の差異 △809千円

③退職給付引当金（①＋②） 152,685千円

　　　当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成

していないため、記載しておりません。

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

①勤務費用 30,066千円

②利息費用 2,276千円

③数理計算上の差異の費用処理額 1,503千円

④その他の退職給付費用 46,487千円

⑤退職給付費用

（①＋②＋③＋④）
80,333千円

①勤務費用 18,432千円

②利息費用 2,404千円

③数理計算上の差異の費用処理額 970千円

④その他の退職給付費用 53,058千円

⑤退職給付費用

（①＋②＋③＋④）
74,866千円

（注）１．「④その他の退職給付費用」は、確定拠出

型年金制度への拠出額43,196千円、自社の

拠出に対応する年金資産の額を合理的に計

算することができない総合設立型の厚生年

金基金制度への拠出金2,040千円及び将来

の退職給付について拠出以後に追加的な負

担が生じない中小企業退職金共済制度への

拠出金1,250千円であります。

（注）１．「④その他の退職給付費用」は、確定拠出

型年金制度への拠出額51,155千円、自社の

拠出に対応する年金資産の額を合理的に計

算することができない総合設立型の厚生年

金基金制度への拠出金1,902千円でありま

す。

２．厚生年金基金に対する従業員拠出額は控除

しております。

２．厚生年金基金に対する従業員拠出額は控除

しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.75％

③数理計算上の差異の処理年数 ５年

（翌連結会計年度から費用処理）

④会計基準変更時差異の処理年数 １年

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.75％

③数理計算上の差異の処理年数 ５年

（翌連結会計年度から費用処理）

④会計基準変更時差異の処理年数 １年
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年９月21日　至　平成19年９月20日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役７名、当社監査役１名、当社従業員26名、

当社子会社取締役１名

ストック・オプションの数（注） 普通株式　40,000株

付与日 平成17年９月29日

権利確定条件

権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役若しくは従

業員の地位にあることを要す。但し、当社又は当社の子会社の取締役若し

くは監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年退職した場合、

その他の正当な理由によりその地位を失った場合には、その後１年間につ

いてはこの限りではない。

対象勤務期間 ２年間（自平成17年９月29日　至平成19年９月28日）

権利行使期間 平成19年９月29日から平成25年９月29日まで

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  平成17年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  40,000

付与  －

失効  1,500

権利確定  －

未確定残  38,500

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

②単価情報

  平成17年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 1,370

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） －
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当連結会計年度（自　平成19年９月21日　至　平成20年９月20日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役７名、当社監査役１名、当社従業員26名、

当社子会社取締役１名

ストック・オプションの数（注） 普通株式　40,000株

付与日 平成17年９月29日

権利確定条件

権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役若しくは従

業員の地位にあることを要す。但し、当社又は当社の子会社の取締役若し

くは監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年退職した場合、

その他の正当な理由によりその地位を失った場合には、その後１年間につ

いてはこの限りではない。

対象勤務期間 ２年間（自平成17年９月29日　至平成19年９月28日）

権利行使期間 平成19年９月29日から平成25年９月29日まで

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成20年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  平成17年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  38,500

付与  －

失効  3,000

権利確定  35,500

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  35,500

権利行使  －

失効  －

未行使残  35,500

②単価情報

  平成17年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 1,370

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年９月20日）

当連結会計年度
（平成20年９月20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（流動）  

賞与引当金 119,997千円

貸倒引当金 399千円

未払事業税 21,145千円

未払費用 17,130千円

その他 1,247千円

小計 159,920千円

評価性引当額 △7,462千円

計 152,457千円

  

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 260,815千円

退職給付引当金 61,904千円

ゴルフ会員権評価損  10,372千円

減価償却超過額 5,024千円

貸倒引当金 1,118千円

土地評価差額金 22,027千円

繰越欠損金 16,675千円

その他 7,383千円

小計 385,322千円

評価性引当額 △32,269千円

計 353,052千円

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 △24,417千円

その他有価証券評価差額金 △2,185千円

計 △26,603千円

繰延税金資産の純額 478,907千円

　　当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成

していないため、記載しておりません。　

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 40.44％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.27％

同族会社の留保金に対する税額 2.63％

住民税均等割 1.32％

のれん償却額 1.30％

評価性引当額 0.78％

その他 0.31％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
48.05％

法定実効税率 40.44％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.36％

同族会社の留保金に対する税額 2.85％

住民税均等割 2.29％

吸収合併に伴う子会社繰越欠損

金の引継ぎ
△2.56％

評価性引当額 1.49％

その他 △0.01％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
45.86％
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（企業結合等関係）

　　当連結会計年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

　　　共通支配下の取引等

　　　１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並び

に取引の目的を含む取引の概要

　   （1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　　　① 結合当事企業の名称　　当社の連結子会社である太田工業㈱

　　　　　　 事業の内容　　　　　　海洋・河川資材の製造・販売及び設置・撤去工事

　        ② 結合当事企業の名称　　当社の連結子会社である日本不織布㈱

　　　　　　 事業の内容　　　　　　不織布の製造、加工及び販売

　（2）企業結合の法的形式

　　　　　当社を存続会社、太田工業㈱（当社の連結子会社）及び日本不織布㈱（当社の連結子会社）を消滅会社とす

る吸収合併方式

　（3）結合後企業の名称

　　　　　前田工繊㈱

　（4）取引の目的を含む取引の概要

　　　　　当社グループ全体の経営資源の集中と経営の効率化を図ることを目的としております。

　　　２．実施した会計処理の概要

　　　　　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15日）に基づき共通支

配下の取引として処理しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

 
環境資材事
業（千円）

産業資材事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 10,222,998 2,125,114 12,348,112 － 12,348,112

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,822 96,700 101,523 (101,523) －

計 10,227,821 2,221,815 12,449,636 (101,523) 12,348,112

営業費用 8,797,336 2,065,265 10,862,601 354,642 11,217,243

営業利益 1,430,485 156,549 1,587,034 (456,165) 1,130,868

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 8,494,165 1,798,222 10,292,387 2,524,333 12,816,721

減価償却費 187,812 143,376 331,188 44,659 375,847

資本的支出 198,304 169,569 367,847 58,028 425,902

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1）環境資材事業……盛土補強材、土木シート、接着アンカー、海洋汚濁防止膜、オイルフェンス、暗渠排水

材

(2) 産業資材事業……細巾織物二次製品、精密機器洗浄用ワイピングクロス、不織布

３．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、2,546,410千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。

        ４．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、467,048千円であり、その主な

            ものは、基礎的試験研究費、企業イメージ広告に要した費用、及び当社の総務・経理部門等の管理部門に

            係る費用であります。
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当連結会計年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

 
環境資材事
業（千円）

産業資材事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 9,815,737 1,948,161 11,763,898 － 11,763,898

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 116,358 116,358 (116,358) －

計 9,815,737 2,064,519 11,880,257 (116,358) 11,763,898

営業費用 8,787,507 1,948,640 10,736,148 311,451 11,047,599

営業利益 1,028,229 115,879 1,144,108 (427,809) 716,298

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 － － － － －

減価償却費 244,182 145,551 389,733 42,696 432,430

資本的支出 218,422 108,478 326,901 61,056 387,957

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1）環境資材事業……盛土補強材、土木シート、接着アンカー、海洋汚濁防止膜、オイルフェンス、暗渠排水

材

(2) 産業資材事業……細巾織物二次製品、精密機器洗浄用ワイピングクロス、不織布

        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、445,392千円であり、その主な

            ものは、基礎的試験研究費、企業イメージ広告に要した費用、及び当社の総務・経理部門等の管理部門に

            係る費用であります。

４．当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成していないため、Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

のうち「資産」の金額を記載をしておりません。　

５．会計方針の変更

　　　　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）②に記載のとおり、当連結会計年度から

　　　　　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しております。これにより、従来の方法によった場合と比較

　　　　　　して、営業費用は「環境資材事業」で134,064千円、「産業資材事業」で35,031千円それぞれ増加してお

　　　　　　り、営業利益は同額それぞれ減少しております。

 

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

　当連結会計年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】

　前連結会計年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20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。 

　当連結会計年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）において、海外売上高は連結売上高の10％未満

であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

　該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

　該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

１株当たり純資産額 3,397.41円

１株当たり当期純利益金額 304.38円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
301.84円

１株当たり純資産額 －円

１株当たり当期純利益金額 159.56円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
159.09円

　　なお、１株当たり純資産額については、連結貸借対照表

を作成していない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。

 
前連結会計年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

当期純利益（千円） 611,717 397,118

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） 611,717 397,118

期中平均株式数（株） 2,009,702 2,488,880

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた当期純利益調整額（千円）
－ －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数（株）
16,910 7,240

　（うち新株予約権） (16,910) (7,240)

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

―――――――

　

―――――――

　

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年９月20日）
当事業年度

（平成20年９月20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   1,828,508   2,306,124  477,616

２．受取手形   2,257,407   2,342,227  84,820

３．売掛金   1,856,699   1,909,468  52,768

４．商品   280,148   251,936  △28,212

５．製品   854,194   889,311  35,116

６．原材料   477,153   432,971  △44,181

７．仕掛品   164,864   193,812  28,947

８．貯蔵品   18,358   25,640  7,281

９．前渡金   2,787   －  △2,787

10．前払費用   10,274   26,791  16,517

11．繰延税金資産   146,008   216,201  70,192

12．その他   8,259   23,928  15,669

貸倒引当金   △2,323   △9,205  △6,881

流動資産合計   7,902,340 62.9  8,609,208 68.3 706,867

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 ※１ 2,239,062   2,423,071    

減価償却累計額  1,256,063 982,998  1,392,337 1,030,733  47,734

(2）構築物 ※１ 172,397   207,577    

減価償却累計額  133,609 38,787  154,111 53,465  14,677

(3）機械装置  1,612,071   2,062,424    

減価償却累計額  1,196,459 415,611  1,502,814 559,610  143,999

(4）車輌運搬具  20,365   29,162    

減価償却累計額  18,955 1,409  22,359 6,802  5,393

(5）工具器具備品  538,002   678,616    

減価償却累計額  381,245 156,756  513,806 164,809  8,053

(6）土地 ※１  1,140,053   1,436,310  296,257

(7）建設仮勘定   4,995   113,225  108,230

有形固定資産合計   2,740,612 21.8  3,364,958 26.7 624,346
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前事業年度

（平成19年９月20日）
当事業年度

（平成20年９月20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）　

２．無形固定資産         

(1）借地権   10,404   10,404  －

(2）ソフトウェア   54,337   85,786  31,448

(3）その他   14,557   5,548  △9,008

無形固定資産合計   79,298 0.7  101,738 0.8 22,439

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   59,530   65,934  6,404

(2）関係会社株式   1,058,722   －  △1,058,722

(3）関係会社長期貸付
金

  550,000   －  △550,000

(4）破産更生債権   5,533   26,135  20,601

(5）長期前払費用   3,480   2,192  △1,288

(6）繰延税金資産   491,950   329,784  △162,165

(7）その他   134,508   137,743  3,234

貸倒引当金   △5,533   △26,156  △20,622

投資評価引当金   △464,361   －  464,361

投資その他の資産合
計

  1,833,830 14.6  535,633 4.2 △1,298,196

固定資産合計   4,653,741 37.1  4,002,330 31.7 △651,411

資産合計   12,556,082 100.0  12,611,539 100.0 55,456

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   1,473,351   1,459,566  △13,784

２．買掛金   542,719   417,143  △125,575

３．１年以内返済予定長
期借入金

※１  30,000   32,500  2,500

４．未払金   377,987   370,483  △7,503

５．未払法人税等   240,006   153,691  △86,314

６．未払消費税等   26,293   52,140  25,846

７．前受金   191   2,969  2,778

８．預り金   49,275   29,575  △19,699

９．賞与引当金   274,936   284,340  9,404

10．設備支払手形   79,255   167,053  87,797

11．その他　   －   404  404

流動負債合計   3,094,016 24.6  2,969,870 23.5 △124,146
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前事業年度

（平成19年９月20日）
当事業年度

（平成20年９月20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）　

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  40,000   10,000  △30,000

２．役員退職慰労引当金   644,943   649,283  4,340

３．退職給付引当金   140,594   166,652  26,058

固定負債合計   825,537 6.6  825,935 6.6 398

負債合計   3,919,554 31.2  3,795,806 30.1 △123,748

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,023,922 8.2  1,023,922 8.1 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  983,550   983,550    

資本剰余金合計   983,550 7.8  983,550 7.8 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  6,450   6,450    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  35,962   25,943    

別途積立金  5,900,000   6,400,000    

繰越利益剰余金  683,424   372,450    

利益剰余金合計   6,625,837 52.8  6,804,844 54.0 179,007

株主資本合計   8,633,309 68.8  8,812,316 69.9 179,007

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  3,218 0.0  3,416 0.0 197

評価・換算差額等合計   3,218 0.0  3,416 0.0 197

純資産合計   8,636,528 68.8  8,815,732 69.9 179,204

負債純資産合計   12,556,082 100.0  12,611,539 100.0 55,456
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20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   11,083,831 100.0  10,663,997 100.0 △419,834

Ⅱ　売上原価         

１．製品・商品期首たな
卸高

 812,673   1,134,343    

２．合併による製品・商
品受入高　

 －   77,058    

３．当期商品仕入高  1,616,658   1,511,592    

４．当期製品製造原価  5,554,164   5,204,557    

合計  7,983,496   7,927,551    

５．他勘定振替高 ※２ 4,552   6,461    

６．製品・商品期末たな
卸高

 
※３

1,134,343 6,844,601 61.8 1,141,247 6,779,842 63.6 △64,758

売上総利益   4,239,230 38.2  3,884,154 36.4 △355,075

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※４        

１．荷造運送費  571,390   558,073    

２．設計委託費  122,923   108,787    

３．役員報酬  79,081   82,854    

４．給料手当  793,312   877,446    

５．賞与  105,950   87,239    

６．賞与引当金繰入額  193,186   192,598    

７．退職給付費用  45,611   48,379    

８．役員退職慰労引当金
繰入額

 7,880   7,946    

９．旅費交通費  156,257   157,832    

10．減価償却費  100,760   112,954    

11．貸倒引当金繰入額  2,380   27,674    

12．その他  1,056,884 3,235,620 29.1 1,075,494 3,337,281 31.3 101,661

営業利益   1,003,610 9.1  546,873 5.1 △456,737
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前事業年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20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）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  7,487   11,004    

２．受取配当金  990   899    

３．業務受託収益 ※１ 30,000   29,354    

４．その他  10,589 49,067 0.4 7,982 49,241 0.5 173

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  7,820   607    

２．株式交付費  19,138   －    

３．クレーム補償費  3,103   4,000    

４．その他  715 30,778 0.3 769 5,377 0.1 △25,401

経常利益   1,021,899 9.2  590,737 5.5 △431,162

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※５ －   694    

２．適格年金終了益  77,771   －    

３．労働災害損害賠償引
当金戻入益 

 5,859   －    

４．抱合せ株式消滅差益  －   163,493    

５．過年度損益修正益 ※６ － 83,631 0.8 19,271 183,459 1.7 99,827

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※７ 7,736   1,373    

２．抱合せ株式消滅差損  －   76,406    

３．過年度損益修正損 ※８ －   11,924    

４．その他  740 8,476 0.1 － 89,704 0.8 81,227

税引前当期純利益   1,097,054 9.9  684,492 6.4 △412,562

法人税、住民税及び
事業税

 459,191   347,565    

法人税等調整額  55,507 514,698 4.6 120,586 468,151 4.4 △46,546

当期純利益   582,356 5.3  216,340 2.0 △366,015
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20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）

Ⅰ　材料費 ※2,3 2,980,698 53.9 2,815,375 54.0 △165,323

Ⅱ　労務費  785,769 14.2 673,241 12.9 △112,527

Ⅲ　外注加工費  1,119,140 20.2 1,075,949 20.7 △43,190

Ⅳ　経費 ※４ 648,620 11.7 644,159 12.4 △4,461

当期総製造費用  5,534,229 100.0 5,208,725 100.0 △325,503

期首仕掛品たな卸高  186,086  164,864  △21,221

合併による仕掛品受
入高

 －  26,301  26,301

合計  5,720,315  5,399,892  △320,422

他勘定振替高 ※５ 1,285  1,522  237

期末仕掛品たな卸高 ※６ 164,864  193,812  28,947

当期製品製造原価  5,554,164  5,204,557  △349,607

　

（注）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

　１．原価計算の方法

　組別総合標準原価計算を使用しております。

 

　１．原価計算の方法

同左

※２．　　　　　　　　 ――――――― ※２．合併による原材料受入高が77,516千円含まれており

ます。

※３．　　　　　　　　 ――――――― ※３．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、当該切下額は23,913千円であります。

※４．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※４．経費の主な内訳は次のとおりであります。

荷造包装費 89,622千円

電力料 67,501千円

消耗品費 104,441千円

減価償却費 201,648千円

荷造包装費  60,245千円

電力料 65,761千円

消耗品費  85,860千円

減価償却費    243,500千円

※５．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※５．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 1,285千円 販売費及び一般管理費      1,520千円

その他 2千円

※６．　　　　　　　　 ――――――― ※６．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、当該切下額は24,238千円であります。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

 株主資本
評価・換
算差額等

純資産合
計

 

資本金

資本剰余
金

利益剰余金

利益剰余
金合計

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

 
資本準備
金

利益準備
金

その他利益剰余金

 
特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年９月20日残高
（千円）

256,672 216,300 6,450 48,356 5,600,000 403,216 6,058,022 6,530,994 8,514 6,539,508

事業年度中の変動額           

新株の発行 767,250 767,250      1,534,500  1,534,500

剰余金の配当      △14,541 △14,541 △14,541  △14,541

特別償却準備金の取崩    △12,393  12,393 － －  －

別途積立金の積立     300,000 △300,000 － －  －

当期純利益      582,356 582,356 582,356  582,356

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

        △5,295 △5,295

事業年度中の変動額合計
（千円）

767,250 767,250 － △12,393 300,000 280,208 567,814 2,102,314 △5,295 2,097,019

平成19年９月20日残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,450 35,962 5,900,000 683,424 6,625,837 8,633,309 3,218 8,636,528

当事業年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

 株主資本
評価・換
算差額等

純資産合
計

 

資本金

資本剰余
金

利益剰余金

利益剰余
金合計

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

 
資本準備
金

利益準備
金

その他利益剰余金

 
特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年９月20日残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,450 35,962 5,900,000 683,424 6,625,837 8,633,309 3,218 8,636,528

事業年度中の変動額           

剰余金の配当      △37,333 △37,333 △37,333  △37,333

特別償却準備金の取崩    △10,019  10,019 － －  －

別途積立金の積立     500,000 △500,000 － －  －

当期純利益      216,340 216,340 216,340  216,340

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

        197 197

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － △10,019 500,000 △310,973 179,007 179,007 197 179,204

平成20年９月20日残高
（千円）

1,023,922 983,550 6,450 25,943 6,400,000 372,450 6,804,844 8,812,316 3,416 8,815,732
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）        ―――――――

 

 

 

 

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算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

算定しております。）

(2）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

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品・製品・原材料・仕掛品

総平均法に基づく原価法

(1）商品・製品・原材料・仕掛品

　　 総平均法に基づく原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）

 

 

(2）貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法

(2）貯蔵品

同左

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する

事業年度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当事業年度か

ら同会計基準を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ169,096

千円減少しております。　

　また、当該会計方針の変更が当下半期

に行われたのは、棚卸資産の評価に関す

る会計基準に係る受入準備が当下半期に

整ったことによります。このため、変更

後の基準によった場合と比べ、当中間会

計期間の営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は151,262千円多く計上され

ております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

３．固定資産の減価償却の方

法

 

 

(1）有形固定資産

　定率法によっております。但し、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く。）については定額法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　７～38年

機械装置　　　７～12年

工具器具備品　２～10年

（会計方針の変更）

　当事業年度より、法人税法の改正

（「所得税法等の一部を改正する法律」

（平成19年３月30日 法律第６号）及び

「法人税法施行令の一部を改正する政

令」（平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

 

 

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法により償却しており

ます。

(2）無形固定資産

同左

 

 

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法　

 

株式交付費

　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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当期に負担すべき額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

 

 

(3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(3）役員退職慰労引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

 

 

(4）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、数理計算上の差異は、５年によ

る按分額を発生の翌期から費用処理して

おります。

 （追加情報）

　当社は、平成18年10月１日をもって税

制適格退職年金制度を解約し、確定拠出

型の年金制度及び退職一時金制度とする

退職給付制度へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」(企業会

計基準適用指針第１号)を適用しており

ます。

　本移行に伴う影響額は、特別利益に

「適格年金終了益」として77,771千円計

上されております。

(4）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、数理計算上の差異は、５年によ

る按分額を発生の翌期から費用処理して

おります。

 

 

 

 

(5）投資評価引当金

　子会社株式に対する投資損失に備える

ため、投資先の財政状態等を考慮して計

上しております。

(5）　　　　 ──────

 

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。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

（貸借対照表関係）

―――――――

（貸借対照表関係）

　前事業年度において区分掲記しておりました流動資産の

「前渡金」（当事業年度１千円）は、金額の重要性がなく

なったため、当事業年度より流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

（損益計算書関係）

  前事業年度において営業外費用の内訳として表示してい

た「新株発行費」は、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実

務対応報告第１号）の適用により、当事業年度より「株式

交付費」として表示しております。

（損益計算書関係）

―――――――

前田工繊㈱（7821）平成 20 年９月期決算短信

－ 44 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年９月20日）

当事業年度
（平成20年９月20日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産

建物 166,216千円

構築物 2,922千円

土地 184,942千円

計 354,081千円

建物 157,758千円

構築物 2,491千円

土地 184,942千円

計 345,192千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

１年以内返済予定長期借入金 30,000千円

長期借入金 40,000千円

計 70,000千円

１年以内返済予定長期借入金  32,500千円

長期借入金 10,000千円

計  42,500千円

　２．偶発債務 

債務保証

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。

　２．　　　　　  　――――――― 

 

 

　

保証先 金額 内容

日本不織布㈱ 100,000千円 金融機関借入金

 

　３．　　　　　  　――――――― 

 

　３．期末日満期手形

　　 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。　

　　   　受取手形　78,608千円　
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20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。

※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。

業務受託収益 30,000千円 業務受託収益  29,354千円

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 4,552千円 販売費及び一般管理費 6,461千円

 

※３．　　　　　   　　―――――――

 

※３．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、当該切下額は120,944千円であります。

※４．一般管理費に含まれる研究開発費は5,345千円であ

り、当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。

※４．一般管理費に含まれる研究開発費は3,847千円であ

り、当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。

※５．　　　　　   　　――――――― ※５．固定資産売却益は次のとおりであります。

　　　　 車輌運搬具　　　　　　　　　　 　　694千円

※６．　　　　　　　　 ――――――― ※６．過年度損益修正益は、過年度における労働保険料の

修正によるものであります。

※７．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※７．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2,957千円

機械装置 3,419千円

工具器具備品 1,359千円

計 7,736千円

工具器具備品 1,045千円

ソフトウェア      328千円

計      1,373千円

※８．　　　　　　　　 ――――――― ※８．過年度損益修正損は、過年度における保険積立金の

修正によるものであります。

（株主資本等変動計算書関係）

　　　前事業年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

　　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

 

　　　当事業年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

　　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 22,480 17,799 4,680

合計 22,480 17,799 4,680

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 17,780 17,780 －

合計 17,780 17,780 －

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,960千円

１年超 390千円

合計 5,351千円

１年内      390千円

１年超    －千円

合計      390千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 7,732千円

減価償却費相当額 7,238千円

支払利息相当額 247千円

支払リース料      5,039千円

減価償却費相当額      4,680千円

支払利息相当額    79千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　前事業年度（平成19年９月20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20年９月20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）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 53,618 60,151 6,533

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 53,618 60,151 6,533

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 3,499 2,702 △797

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,499 2,702 △797

合計 57,118 62,854 5,736

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,080
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（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

　前事業年度については、連結財務諸表の注記事項として

記載しております。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出型の年金制度及び退職一時金制度

とする退職給付制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

①退職給付債務  164,934千円

②未認識数理計算上の差異 　   1,717千円

③退職給付引当金（①＋②） 166,652千円

３．退職給付費用に関する事項

①勤務費用 17,839千円

②利息費用 2,404千円

③数理計算上の差異の費用処理額 970千円

④確定拠出型年金制度への拠出額 47,354千円

⑤退職給付費用

（①＋②＋③＋④）
68,569千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 　　1.75％

③数理計算上の差異の処理年数 　５年

（翌事業年度から費用処理）

④会計基準変更時差異の処理年数 　１年
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（税効果会計関係）

 

前事業年度
（平成19年９月20日）

当事業年度
（平成20年９月20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（流動）  

賞与引当金 111,184千円

未払事業税 18,319千円

未払費用 15,944千円

その他 560千円

計 146,008千円

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 260,815千円

投資評価引当金 187,787千円

退職給付引当金 56,856千円

ゴルフ会員権評価損  10,372千円

減価償却超過額 5,024千円

貸倒引当金 1,118千円

その他 6,950千円

小計 528,926千円

評価性引当額  △10,372千円

計 518,553千円

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 △24,417千円

その他有価証券評価差額金 △2,185千円

計 △26,603千円

繰延税金資産の純額 637,958千円

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 114,987千円

未払事業税 11,952千円

未払費用 17,239千円

棚卸資産評価損 68,382千円

その他 3,639千円

計 216,201千円

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 262,570千円

退職給付引当金 67,394千円

ゴルフ会員権評価損  10,372千円

減価償却超過額 3,709千円

貸倒引当金  5,284千円

土地評価差額金 　21,209千円

その他 10,761千円

小計 381,301千円

評価性引当額 △31,581千円

計 349,719千円

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 　△17,615千円

その他有価証券評価差額金 △2,319千円

計 △19,934千円

繰延税金資産の純額 545,986千円

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 40.44％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.36％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.02％

同族会社の留保金に対する税額 2.65％

住民税均等割 1.31％

評価性引当額 0.95％

その他 0.23％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
46.92％

法定実効税率 40.44％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.45％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.03％

同族会社の留保金に対する税額 3.05％

住民税均等割 2.30％

試験研究費に係る税額控除 △0.14％

吸収合併に伴う子会社繰越欠損

金の引継ぎ　
△2.74％

評価性引当額 3.10％

抱合せ株式消滅差損 22.29％

吸収合併に伴う子会社評価性引

当額の減少
△1.50％

その他 0.17％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
68.39％
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（企業結合等関係）

　　　当事業年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

　　　　共通支配下の取引等

　　　　「４.連結財務諸表　注記事項（企業結合等関係）」に記載のとおりであります。

 

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

１株当たり純資産額 3,470.05円

１株当たり当期純利益金額 289.77円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
287.35円

１株当たり純資産額         3,542.05円

１株当たり当期純利益金額       86.92円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
      86.67円

　（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18年９月21日
至　平成19年９月20日）

当事業年度
（自　平成19年９月21日
至　平成20年９月20日）

当期純利益（千円） 582,356 216,340

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） 582,356 216,340

期中平均株式数（株） 2,009,702 2,488,880

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた当期純利益調整額（千円）
－ －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数（株）
16,910 7,240

　（うち新株予約権） (16,910) (7,240)

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

―――――――

 

―――――――

 

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成18年９月21日　至平成19年９月20日）

　　　　　該当事項はありません。

 

当事業年度（自平成19年９月21日　至平成20年９月20日）

　　　　　該当事項はありません。
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６．その他
役員の異動

　当社は、本日開催の取締役会において、次のとおり役員人事を内定いたしました。なお、本件は、平成20年12月18

日開催予定の定時株主総会にて決定される予定です。

①　代表取締役の移動

該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

・新任取締役候補

 　 取締役兼経営役　横田　善弘　（現　経営役　環境資材事業本部長）

・退任予定取締役

取締役副社長　加藤　進

・新任監査役候補

 　 （常勤）監査役　加藤　進　（現　取締役副社長）

・退任予定監査役

 　 （常勤）監査役　藤田　英樹

③　就任予定日

 　 平成20年12月18日
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