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1.  21年8月期の業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

21年8月期 2,044 0.6 △11 ― △16 ― △16 ―
20年8月期 2,031 △19.7 △76 ― △56 ― △168 ―

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 ％ ％ ％

21年8月期 △2,031.35 ― △2.0 △0.6 △0.5
20年8月期 △20,057.76 ― △17.8 △1.8 △3.8

（参考） 持分法投資損益 21年8月期  ―百万円 20年8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

21年8月期 2,847 827 29.1 99,157.83
20年8月期 3,005 854 28.4 101,772.69

（参考） 自己資本   21年8月期  827百万円 20年8月期  854百万円

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

21年8月期 340 △89 △24 599
20年8月期 △59 △122 △150 372

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年8月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 8 ― 0.9
21年8月期 ― 0.00 ― 750.00 750.00 6 ― 0.7
22年8月期 

（予想）
― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00 69.6

3.  22年8月期の業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31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）

 

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

820 △32.6 △18 ― △27 ― △15 ― △1,886.68

通期 1,800 △11.9 66 ― 50 ― 18 ― 2,156.21
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、23ページ 会計処理方法の変更をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益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 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期 8,400株 20年8月期 8,400株
② 期末自己株式数 21年8月期  52株 20年8月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際の
業績等は業況の変化等今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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(1)経営成績に関する分析 

①当事業年度の概況 

 当事業年度におけるわが国経済は、世界的な金融・資本市場の混乱やそれに連鎖した国内の企業収益の悪化が顕著

であり、企業の設備投資の減少、生産調整に伴う雇用環境の悪化等により景気は大幅に衰退いたしました。 

 このような状況の中、営業面におきまして「シャープ堺工場」向けとして国土交通省認定不燃パネルをはじめ、Ｊ

Ｒ大阪駅再開発向け外装パネル、また、国内・海外の競馬場向け大型映像装置用筐体外装板、中国・広州の自動車工

場向け塗装ブースなど「オーダー加工品」の受注に注力するのはもとより、当社のオリジナル製品である企画品（波

板・折板、屋根壁材など）の販売に営業力を傾注いたしました。また、環境関連業界向けとして風力発電用加工製品

及び太陽光発電用架台、医療関連としての「紫外線空気殺菌装置・エアロシールドポータブル」など販売領域の拡大

を図り、これまでの販売先と異なる領域への受注活動を拡げ、業種の景況に左右されない体制の構築を進めてまいり

ました。しかしながら、全ての業界での設備投資の見直しや先送りは、下半期の受注減少となり当社業績に影響を与

えました。 

 生産設備に関しましては、精密板金加工分野の強化を図るため、平成20年11月にレーザー加工とパンチング加工を

同時に行うことができる複合機を導入し、品質および生産効率の向上を図ってまいりました。また、パネル加工部門

の能力増強のため複合板加工機を導入し、新たな素材加工の分野にも取り組んできました。 

 当期の原材料価格につきましては、平成20年3月までの異常な高騰から低価格への移行期であったため、適時・適

価を意識した仕入れ体制をとっておりました。しかしながら、価格変動が短サイクルであり、製品への価格転嫁が十

分に行えず、利益確保の厳しい状況でありました。 

 結果といたしまして、当期は売上高2,044百万円（前年同期比0.6％増）、利益面につきましては、期を通じて製造

経費、販売管理費の節減に努めてまいりましたが、営業損失11百万円（前年同期は76百万円の損失)、経常損失16百

万円（前年同期は56百万円の損失)、当期純損失16百万円（前年同期は168百万円の損失）となりました。 

  

 製品区分別の状況は、以下のとおりであります。 

（オーダー加工品） 

 オーダー加工品につきましては、シャープ堺工場向け不燃パネル等の受注によりパネルの売上が伸びました。別注

加工、ドア・特殊加工の売上高は、上半期に国内外向け大型映像装置用筐体、自動車メーカーの塗装ブース用特殊加

工部材、風力発電用部材などがありましたが、下半期においては経済環境悪化の余波を受け、別注加工品の受注が大

幅に減少したことにより、売上高は1,325百万円（前年同期比12.3％増）となりました。 

（企画品） 

 企画品につきましては、期を通じて建築着工件数の減少となり、デッキ、波板・折板及び屋根・壁材などの建築関

連の金属加工製品の需要が落ち込む状況であったため、売上高は569百万円（前年同期比21.4％減）となりました。 

（その他） 

 その他につきましては、売上高は149百万円(前年同期比16.7％増)となりました。 

  

② 次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、政府の経済対策が政権交代により不透明になったこと、全ての業界における設備投

資に対する慎重姿勢など、当社の属する金属加工分野にとっては厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況を踏まえ、平成20年4月より施行された「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金制度」での普及

が期待される太陽光発電用架台、平成21年6月より製作を開始した「紫外線空気殺菌装置・エアロシールドポータブ

ル」の本格生産及び実績のある駐車場外壁パネルなど多岐に渡る分野へ受注を拡大してまいります。また、国土交通

省の認定を受けた「不燃パネル」「断熱パネル」に続き、「耐火パネル」の開発に取り組み、当社戦略製品としてい

く所存であります。 

 また、金属加工品に関する市場ニーズの掘り起こしと提案営業による積極的な営業展開を行い、地域的には関東・

関西地区への定期的な営業活動を強化し、販路の拡大を図ってまいります。 

 管理面におきましては、設備投資を抑え、製造工程の合理化、人件費の見直しなどを推し進め、経費の抑制を図り

利益体質の強化を図ってまいります。 

 以上により、平成22年8月期の業績につきましては、売上高1,800百万円、営業利益66百万円、経常利益50百万円、

当期純利益18百万円を見込んでおります。 

１．経営成績
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③ 継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社は、2期連続の経常損失状態からの早期脱却を最大の課題として、以下に示す具体的な施策を積極的に推進し

てまいります。 

a．経費削減 

 厳しい経営環境の中、当社にとりましても売上規模の縮小が予測される状況であります。このような状況に

おいて、利益体質を強固なものとすべく、役員報酬の減額の実施、また、今後の受注増減の状況にも柔軟に対

応できるように、製造部門要員数の削減及び新規採用の停止等人件費の削減を行い、全社的な経費の抑制に積

極的に取り組んでまいります。 

b．売上高の維持・確保 

 業種の景況や大型受注案件に依拠しない売上高確保の体制を築くために、「オリジナル製品」の開発と販

売、環境関連業界や医療関連業界など販売領域の拡大に注力してまいります。  

 以上の施策により、当社は、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。よっ

て、継続企業の前提に関する注記に該当する事項はありません。 

  

(2)財政状態に関する分析 

①資産・負債・純資産の状況 

(資産) 

 当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比較して157百万円（5.3％）減少して2,847百万円となりまし

た。 

 前事業年度末と比較し、流動資産は16百万円（1.1％）減少し1,435百万円、固定資産は141百万円（9.1％）減少し

1,412百万円となりました。 

 流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が207百万円、仕掛品が12百万円増加したことに対して、売掛金が212

百万円、受取手形が19百万円、商品及び製品が18百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定資産の減少の主な要因は、有形固定資産が103百万円増加したことに対して、減価償却により240百万円減少し

たこと等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、前事業年度末と比較して130百万円（6.1％）減少し2,019百万円となりまし

た。 

 前事業年度と比較し、流動負債は77百万円（5.9％）減少し1,224百万円、固定負債は53百万円（6.3％）減少し、

794百万円となりました。 

 流動負債の減少の主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が14百万円、未払消費税等が11百万円増加したことに

対して、買掛金が56百万円、未払費用が47百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債の減少の主な要因は、長期借入金が28百万円、長期未払金が22百万円減少したこと等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、前事業年度末と比較して27百万円（3.2％）減少し827百万円となりました。

 純資産の減少の主な要因は、利益剰余金が25百万円減少したこと等によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ226百万円増加し、599

百万円となりました。 

 また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動の結果得られた資金は340百万円（前年同期は59百万円の使用）となりました。 

 これは主に、税引前当期純損失16百万円、仕入債務の減少56百万円、未払費用の減少47百万がありましたが、減価

償却費240百万円、売上債権の減少223百万円により、資金が増加したこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は89百万円（前年同期は122百万円の使用）となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入が108百万円ありましたが、有形固定資産の取得107百万、定期預金の預入

89百万円により、資金が減少したことによるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は24百万円（前年同期は150百万円の使用）となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入が95百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出109百万円、配当金の

支払8百万円により、資金が減少したことによるものであります。 

   ③キャッシュ・フローの関連指標の推移 

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 

（注１） 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。 

（注２） 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。 

（注３） 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

（注４） 時価ベース自己資本比率については、平成18年８月期までは当社は非上場であり、時価が把握できません

ので記載しておりません。 

（注５） 平成20年8月期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロー対有利子

負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオ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 

① 利益配分に関する基本方針     

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置づけるとともに、経営基盤及び財務体質の強化のため

に必要な内部留保を確保しつつ、各期における経営成績及び財政状態並びに今後の事業展開を総合的に勘案のうえ、

安定した配当を継続実施していくことを基本方針としております。 

   

② 当期・次期の配当 

 当期の配当につきましては、当期の業績が純損失を計上する結果となり、誠に遺憾ながら1株当たり750円にさせて

いただく予定であります。また、次期の配当につきましては、普通配当1株当たり1,500円を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には以下のようなものがあります。当社とい

たしましては、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の予防及び発生時の対応に努力する方針で

あります。なお、以下の記載における将来に関する事項については、当事業年度末（平成21年8月31日）現在におい

て当社で想定される範囲で記載したものであり、事業等のリスク全てを網羅するものではありません。 

  

① 法律の改正等について 

 当社の主要事業は、金属製品の加工・販売であり、その取引先は広範な業界にわたっていますが、建築関係の会

社も多数あります。建築基準法等の法律の改正が行われた場合、取引先の設備投資などの計画に大幅な変更が生

じ、その結果当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 原材料の確保と価格の変動について 

 当社の主要事業は、金属製品の加工・販売であり、その主要原材料は鋼材であります。当社は大手鉄鋼商社から

鋼材をコイル単位で仕入れており、取引商社の多様化及びこれら商社との関係強化を通じて原材料の確保を図って

おりますが、アジア地域において短期間に大幅な需要増が発生した場合等、鋼材需要が逼迫するケースにおいて

は、一時的に材料鋼材の確保が困難となり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、同様のケースにおいて、材料鋼材の価格が大幅に上昇した場合は、当社の製品価格への転嫁による販売の

減少や、原価率の上昇による利益の減少を通じて、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  平成18年８月期 平成19年８月期 平成20年８月期 平成21年８月期

自己資本比率（％）  20.2  30.5  28.4  29.1

時価ベースの自己資本比率（％）  －  31.7  12.4  15.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％） 
 1,975.1  488.5  －  439.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  4.3  16.8  －  17.1
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  ③ 生産拠点について 

 当社の生産設備は、福岡県嘉麻市に集中しております。従って、当該工場所在地域において大規模な地震等の自

然災害等、不測の事態が発生した場合には、生産活動に支障が生じ、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 また、当社製品のユーザーは広範な業界にわたっているため、当社の経営成績が特定の業界の動向等に影響を受

ける傾向は低いものと考えておりますが、一方で、当社製品は大型の金属製品であることが一般的であるため、輸

送コスト等の観点から、当社製品の用途の多くは、当社が工場を有する九州とその隣接地域における工場新増設等

の設備投資に関連するものであります。従って、企業の設備立地戦略により、同地域における設備投資動向が変化

した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ④ 設備投資について 

 当社は、大ロットや短納期のユーザーニーズに応えるため、最新鋭かつ大型の加工設備を積極的に導入していく

方針であり、毎期の設備投資額は当該方針に沿ったものとなっております。 

 当社としては、顧客ニーズ及び市場動向を十分検討したうえで投資を実行しておりますが、導入設備による生産

品目が当社の予想に反して十分な需要を確保できなかった場合や、当該品目の販売価格が低下して採算が悪化した

場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑤ 品質管理について 

 当社は、品質管理マネジメント規格であるISO9001の認証を取得し、品質管理体制を整備・強化するとともに、不

良品の出荷防止のための出荷前検査の徹底等、製品の品質管理に最新の注意を払っております。しかし、今後何ら

かの理由により当社製品に不良が発生し、当該不良を原因として顧客に重大な事故が発生する等の損害が生じた場

合には、顧客に対する損害賠償等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、

そのような事態に起因する当社の信用低下による売上の減少を通じて、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

 ⑥ 競合について 

 当社の属する業界においては、小規模・零細な業者が中心であり、当社のように最新鋭かつ大型の加工設備を多

数有する企業は少数であります。従って、大ロットや短納期の受注については、比較的競合が少ないものと考えて

おります。また、これら以外の一般的な受注についても、機械化・省力化の推進による原価低減により、価格競争

力を有しているものと考えております。しかしながら、景気の低迷等による加工需要の全般的な減少や市場への過

剰供給等により価格競争が激化した場合には、価格競争力の維持が困難となり、当社の財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑦ 人材の確保、育成について 

 当社は、事業規模の拡大とともに、製品の設計・加工技術・設備管理等の知識と経験を有する優秀な人材を継続

的に確保・育成していく必要があります。このため、当社は優秀な人材の採用と、技術習得等の教育訓練に積極的

に取り組んでまいる方針であります。しかしながら、当社が必要とする技術に精通している人材の採用や育成が十

分にできなかった場合には、当社の事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑧ 小規模組織であることについて 

 当社は平成21年8月31日現在、取締役６名、従業員96名で構成されており、比較的小規模な組織体制となっており

ます。現在の人員は、今後の業務拡大を見据えたうえで採用をしてきたものではありますが、今後当社に急激な業

務拡大が生じた場合、内部管理体制及び業務遂行体制等において、適切かつ十分な人的・組織的対応が取れない場

合には、当社の事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は今後、業容の拡大に見合った業務遂行体制の充実に努めてまいりますが、小規模組織で人的資源に

限りがあるなか、個々の役職員の働きに依存している部分があるため、役職員に業務遂行上の支障が生じた場合、

あるいは役職員が社外流失した場合には、当社の業務に支障をきたし、当社の事業展開及び経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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 ⑨ 特定人物への依存について 

 当社代表取締役社長石田利幸は、当社設立以来代表取締役を務めており、経営方針や戦略の決定をはじめ、営

業・製造・財務の各方面において重要な役割を果たしてまいりました。当社では、同氏への過度の依存を改善すべ

く、組織の構築や人材育成等、事業体制強化のための施策を全社的に進めておりますが、万一何らかの理由により

同氏の業務遂行が困難な状況となった場合には、当社の事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑩ 信用リスクについて 

 当社は、販売先などの信用リスクに備えていますが、経済環境の変化による経営の悪化や破綻等が発生した場

合、債権回収に支障を来たすなど、財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑪ 継続企業の前提の疑義について 

 当社は前事業年度に76百万円の営業損失を計上し、当事業年度は、製造経費、販売管理費の削減に努めてまいり

ましたが、未だ営業損失11百万円を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しております。 

 今後は、「1．経営方針（1）経営成績に関する分析③継続企業の前提に関する重要事象等」に記載の利益改善の

取り組みを実行することで、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況を解消できるものと考え

ておりますが、これらの取り組みが計画通り進捗しなかった場合には、当社の財政状態及び経営成績等に影響を及

ぼす可能性があります。 
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 当社は、子会社及び関連会社を有しておりませんので、企業集団の状況については該当事項はありません。 

  

  

  

  当社の事業の系統図は、下記のとおりであります。 

   

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、「加工のデパートを目指し、加工アイテムの増加に経営資源を集中する」、「加工ベンチャーの精神で、

加工の二文字が持つ無限大の可能性を追求し続ける」の経営理念のもと、お客様からの多様なご要望にお応えしてい

くため、加工領域の拡大や積極的な設備の拡充に努めてまいります。 

 社名の「プロニティ」は、加工「プロセッシング（ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ）」、前進「プログレス（ＰＲＯＧＲＥ

ＳＳ）」、無限大「インフィニティ（ＩＮＦＩＮＩＴＹ）」を組み合わせた造語であります。当社は、社名のように

金属加工の無限大の可能性に向かって力強く前進することにより、金属加工の分野において、生産から一般消費の場

まで、社会の広範囲な領域への貢献を目指しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社は、中長期的な成長力、収益力強化の観点から売上高および経常利益を重視しており、特に経常利益の安定的

確保を目標に取り組んでまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社は、「金属加工業界の枠組みを超越した、総合加工業界の確立」を究極の目標としております。その目標達成

に向けて、積極的な設備投資により最新鋭の加工設備を導入し、更なる事業領域の拡大と加工技術の向上、品質の向

上に注力してまいります。 

 事業の地域的な面におきましては、九州地域における強固な事業基盤を確立し、その後に、関東・関西地域等の大

きな需要の見込める地域へ進出していく所存であります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

① 課題の概要 

 当社におきましては、営業面においては加工アイテムの増加並びに受注・販売体制の強化による新規販売領域への

参入及び顧客開拓の推進、生産面においては品質水準の向上、安定及びコストダウンの徹底、管理面においては強固

かつ合理的な組織の構築と機動的な組織運営を、当面の対処すべき課題としております。 

  

② 対処の方針 

 上記の課題に対処するため、具体的な数値目標を定めるとともに、当該目標に対する進捗状況の管理を徹底するこ

とにより、経営目標の全社的浸透を図り、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

③ 具体的取組状況 

 ａ．営業面 

 営業面におきましては、市場動向及び金属加工品に関する潜在的ニーズを的確に捉え、新規販売領域への参入可

能性の追求に注力いたします。また、営業員個々の能力と組織的営業力を向上させ、業界情報や受注関連情報の共

有を徹底し、ユーザーと密なコミュニケーションをとることにより、積極的な受注活動を展開してまいります。 

  ｂ．生産面 

 生産面におきましては、各工場の工程管理を徹底し、生産効率の向上によるコストダウンを図ってまいります。

また、最新鋭の機械設備による高精度・高品位加工を行うため、社員の練度を強化してまいります。材料調達につ

きましては、鋼材市況の情報収集・分析を強化し、営業、製造部門との連携により適時、適価な材料仕入を行い、

仕入コスト低減に取り組んでまいります。 

 ｃ．管理面 

 管理面におきましては、内部統制に関する整備と社内徹底の強化を図るとともに、組織の効率的な運用と合理化

を行い、機動的組織運営を行ってまいります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 456,233 664,083

受取手形 201,655 182,582

売掛金 428,798 216,384

製品 58,418 －

商品及び製品 － 39,906

仕掛品 33,149 45,965

原材料 262,141 －

原材料及び貯蔵品 － 271,924

前払費用 3,144 935

繰延税金資産 4,157 6,713

未収入金 3,620 7,573

その他 355 730

貸倒引当金 △177 △1,725

流動資産合計 1,451,497 1,435,073

固定資産   

有形固定資産   

建物 640,487 640,487

減価償却累計額 △180,823 △207,116

建物（純額） 459,664 433,371

構築物 50,853 50,853

減価償却累計額 △31,622 △35,655

構築物（純額） 19,231 15,198

機械及び装置 1,871,970 1,971,969

減価償却累計額 △1,044,720 △1,242,987

機械及び装置（純額） 827,250 728,981

車両運搬具 11,065 11,065

減価償却累計額 △8,881 △9,575

車両運搬具（純額） 2,184 1,489

工具、器具及び備品 82,965 81,424

減価償却累計額 △70,123 △73,501

工具、器具及び備品（純額） 12,841 7,923

土地 218,270 218,270

有形固定資産合計 1,539,442 1,405,234

無形固定資産   

ソフトウエア 8,332 6,402

電話加入権 517 517

無形固定資産合計 8,849 6,919
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

投資その他の資産   

出資金 10 10

破産更生債権等 589 8,261

差入保証金 100 100

敷金 481 214

保険積立金 5,017 －

貸倒引当金 △589 △8,261

投資その他の資産合計 5,608 324

固定資産合計 1,553,900 1,412,478

資産合計 3,005,398 2,847,551

負債の部   

流動負債   

買掛金 107,256 51,125

短期借入金 975,000 975,000

1年内返済予定の長期借入金 98,974 113,112

未払金 4,871 396

未払費用 107,072 59,668

未払法人税等 2,035 11,710

未払消費税等 2,632 13,843

前受金 2 25

預り金 4,158 28

流動負債合計 1,302,003 1,224,910

固定負債   

長期借入金 437,530 408,918

退職給付引当金 25,198 29,189

長期未払金 322,466 300,200

繰延税金負債 63,309 56,427

その他  136

固定負債合計 848,504 794,871

負債合計 2,150,508 2,019,782
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 295,000 295,000

資本剰余金   

資本準備金 215,000 215,000

資本剰余金合計 215,000 215,000

利益剰余金   

利益準備金 4,937 4,937

その他利益剰余金   

特別償却準備金 106,504 83,106

別途積立金 100,000 100,000

繰越利益剰余金 133,449 131,459

利益剰余金合計 344,890 319,504

自己株式 － △1,734

株主資本合計 854,890 827,769

純資産合計 854,890 827,769

負債純資産合計 3,005,398 2,847,551
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,031,675 2,044,167

売上原価   

製品期首たな卸高 69,604 58,418

当期製品製造原価 1,697,535 1,654,188

合計 1,767,140 1,712,606

製品期末たな卸高 58,418 39,906

製品売上原価 1,708,721 1,672,700

売上総利益 322,953 371,467

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 57,935 67,302

役員報酬 92,516 88,455

給料及び手当 90,739 95,442

賞与 11,852 6,753

退職給付費用 777 1,309

役員退職慰労引当金繰入額 5,106 －

法定福利費 19,551 19,674

交際費 22,549 7,748

旅費及び交通費 10,356 10,915

減価償却費 4,299 3,941

支払手数料 20,391 11,956

貸倒引当金繰入額 － 9,647

研究開発費 － 2,491

その他 63,136 56,997

販売費及び一般管理費合計 399,211 382,634

営業損失（△） △76,257 △11,167

営業外収益   

受取利息 1,634 784

端材売却収入 35,321 －

助成金収入 － 6,327

受取補償金 － 1,809

その他 5,817 5,907

営業外収益合計 42,773 14,828

営業外費用   

支払利息 22,448 19,766

その他 257 55

営業外費用合計 22,705 19,821

経常損失（△） △56,189 △16,160

特別利益   

貸倒引当金戻入額 298 100

特別利益合計 298 100
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 85 55

特別損失合計 85 55

税引前当期純損失（△） △55,976 △16,116

法人税、住民税及び事業税 722 10,307

法人税等調整額 116,436 △9,437

過年度法人税等還付税額 △4,649 －

法人税等合計 112,508 869

当期純損失（△） △168,485 △16,986
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製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    899,854  53.3  887,976  53.2

Ⅱ 労務費    363,653  21.5  333,616  20.1

Ⅲ 経費 ※  426,085  25.2  445,412  26.7

当期総製造費用    1,689,594  100.0  1,667,004  100.0

期首仕掛品たな卸高    41,091        33,149      

合計    1,730,685        1,700,154      

期末仕掛品たな卸高    33,149        45,965      

当期製品製造原価    1,697,535        1,654,188      

前事業年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

原価計算の方法 

 当社の原価計算の方法は、個別原価計算による実際原価

計算であります。 

原価計算の方法  

同左 

※ 主な内訳は次のとおりであります。 ※ 主な内訳は次のとおりであります。 

減価償却費 千円211,231

外注加工費 千円59,170

消耗品費 千円60,163

減価償却費 千円236,188

外注加工費 千円73,833

消耗品費 千円46,490
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 295,000 295,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 295,000 295,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 215,000 215,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 215,000 215,000

資本剰余金合計   

前期末残高 215,000 215,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 215,000 215,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 4,937 4,937

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,937 4,937

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 130,844 106,504

当期変動額   

特別償却準備金の積立 7,421 4,467

特別償却準備金の取崩 △31,761 △27,864

当期変動額合計 △24,340 △23,397

当期末残高 106,504 83,106

別途積立金   

前期末残高 30,000 100,000

当期変動額   

別途積立金の積立 70,000 －

当期変動額合計 70,000 －

当期末残高 100,000 100,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 360,193 133,449
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △12,600 △8,400

特別償却準備金の積立 △7,421 △4,467

特別償却準備金の取崩 31,761 27,864

別途積立金の積立 △70,000 －

当期純損失（△） △168,485 △16,986

当期変動額合計 △226,744 △1,989

当期末残高 133,449 131,459

利益剰余金合計   

前期末残高 525,975 344,890

当期変動額   

剰余金の配当 △12,600 △8,400

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純損失（△） △168,485 △16,986

当期変動額合計 △181,085 △25,386

当期末残高 344,890 319,504

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △1,734

当期変動額合計 － △1,734

当期末残高 － △1,734

株主資本合計   

前期末残高 1,035,975 854,890

当期変動額   

剰余金の配当 △12,600 △8,400

当期純損失（△） △168,485 △16,986

自己株式の取得 － △1,734

当期変動額合計 △181,085 △27,120

当期末残高 854,890 827,769

純資産合計   

前期末残高 1,035,975 854,890

当期変動額   

剰余金の配当 △12,600 △8,400

当期純損失（△） △168,485 △16,986

自己株式の取得 － △1,734

当期変動額合計 △181,085 △27,120

当期末残高 854,890 827,769
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △55,976 △16,116

減価償却費 215,531 240,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） △514 9,220

退職給付引当金の増減額（△は減少） 871 3,990

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △320,140 －

有形固定資産除却損 85 55

受取利息 △1,634 △784

支払利息及び社債利息 22,448 19,766

売上債権の増減額（△は増加） △69,153 223,815

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,053 △4,087

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,029 △2,156

その他の固定資産の増減額（△は増加） △799 5,287

仕入債務の増減額（△は減少） 17,665 △56,130

未払費用の増減額（△は減少） △2,641 △47,213

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,367 11,210

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,495 △4,221

長期未払金の増減額（△は減少） 322,466 △22,266

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 136

小計 76,313 360,634

利息の受取額 1,634 784

利息の支払額 △21,168 △19,918

法人税等の支払額 △120,477 △517

過年度法人税等還付税額 4,649 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △59,048 340,982

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 338,861 108,318

定期預金の預入による支出 △274,414 △89,351

有形固定資産の取得による支出 △181,099 △107,660

無形固定資産の取得による支出 △5,400 △894

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,051 △89,587

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △165,000 －

長期借入れによる収入 200,000 95,000

長期借入金の返済による支出 △173,306 △109,474

自己株式の取得による支出 － △1,734

配当金の支払額 △12,404 △8,368

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,710 △24,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △331,810 226,817

現金及び現金同等物の期首残高 704,048 372,238

現金及び現金同等物の期末残高 372,238 599,055
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品 

企画品 

……月次総平均法による原価法 

製品 

企画品 

……月次総平均法による原価法 

(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法) 

  オーダー加工品 

……個別法による原価法 

オーダー加工品 

……個別法による原価法 

(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法) 

  原材料 

……月次総平均法による原価法 

原材料 

……月次総平均法による原価法 

(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法) 

  仕掛品 

……個別法による原価法 

仕掛品 

……個別法による原価法 

(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法)  

  

  (会計方針の変更) 

 当事業年度より「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日公表分）を適用しておりま

す。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税

引前当期純損失は、それぞれ13,599千円増

加しております。 

２．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、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、定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  10年～31年 

機械装置     12年～15年 

（1）有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法 

 ただし、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、定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  8年～31年 

機械装置     3年～10年 

   (追加情報)  

 平成19年度の法人税法改正に伴い、平成

19年3月31日以前に取得した有形固定資産

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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微

であります。  

 (追加情報)  

 機械及び装置については、従来、耐用年

数を12年～15年としておりましたが、当事

業年度より3年～10年に変更しておりま

す。 

 これは、平成20年度の税制改正を契機に

耐用年数の見直しを行い、一部の資産につ

いて耐用年数を短縮して計算する方法に変

更しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税

引前当期純損失は、それぞれ27,589千円増

加しております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

  （2）無形固定資産 

 ソフトウェア（自社利用分）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っております。 

  

（2）無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

   ────── （3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年８月31日以前のリース取引

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。 

３．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検討し、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）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、退職

金規程を基に算出された当事業年度末に

おける退職給付債務の見込額に基づき、

当事業年度末に発生していると認められ

る額を計上しております。 

  

（2）退職給付引当金 

同左 

  (追加情報)  

 当社は従来、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく要支給額を

役員退職慰労引当金として計上しており

ましたが、平成19年10月18日開催の取締

役会決議に基づき、役員退職慰労金制度

の廃止に伴う打ち切り支給の議案を、平

成19年11月29日開催の当社第24回定時株

主総会で決議いたしました。 

 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役

員退職慰労引当金322,466千円を取崩

し、長期未払金に計上しております。  

 ────── 

４．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。 

 ────── 

５．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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項目 
前事業年度 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

６．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 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会

計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会

計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年８月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損失

に与える影響はありません。 

  

────── （端材売却収入の会計処理） 

 従来、端材の売却により生ずる「端材売却収入」につい

ては、営業外収益に計上しておりましたが、当事業年度よ

り、売上高に計上する方法に変更しております。 

 この変更は、近年の原材料価格の高騰に伴い、端材売却

収入の重要性が増すことが見込まれること及び端材売却の

管理を強化するためのものであります。 

 これにより、売上高、売上総利益及び営業利益が12,601

千円増加しておりますが、経常損失及び税引前当期純損失

に与える影響はありません。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年８月31日） 

当事業年度 
（平成21年８月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 

（1）担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

（1）担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

建物   千円434,540

土地 千円183,981

計 千円618,521

建物 千円410,631

土地 千円183,981

計 千円594,612

（2）担保付債務は次のとおりであります。 （2）担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 千円725,000

１年内返済予定の長期借入金 千円78,974

長期借入金 千円357,530

計 千円1,161,504

短期借入金 千円655,000

１年内返済予定の長期借入金 千円93,112

長期借入金 千円348,918

計 千円1,097,030

 ２．受取手形裏書譲渡高 

257,006千円 

 ２．受取手形裏書譲渡高 

千円 144,012

 ３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

これら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。 

 ３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

これら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。 

当座貸越限度額の総額 千円2,500,000

借入実行残高 千円975,000

差引額 千円1,525,000

当座貸越限度額の総額 千円2,500,000

借入実行残高 千円975,000

差引額 千円1,525,000

※４．当事業年度末日が休日(金融機関の休日)につき、当

事業年度末日満期手形を満期日に入・出金の処理を

する方法によっています。 

 当事業年度末日満期手形は次のとおりです。 

 ────── 

受取手形  千円18,901

裏書手形  千円25,205

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

 ────── ※１．研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

千円 2,491

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 

建物  千円85 機械及び装置  

工具、器具及び備品 

千円

千円

46

9
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前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加52株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。  

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式                        

普通株式  8,400  －  －  8,400

合計  8,400  －  －  8,400

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11月29日 

定時株主総会 
普通株式  12,600  1,500 平成19年８月31日 平成19年11月30日

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26日 

定時株主総会 
普通株式  8,400 利益剰余金  1,000 平成20年８月31日 平成20年11月27日

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式                        

普通株式  8,400  －  －  8,400

合計  8,400  －  －  8,400

自己株式                        

普通株式（注）  －  52  －  52

合計  －  52  －  52

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20年11月26日 

定時株主総会 
普通株式  8,400  1,000 平成20年８月31日 平成20年11月27日

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21年11月26日 

定時株主総会 
普通株式  6,261 利益剰余金  750 平成21年８月31日 平成21年11月27日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

※ 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 

※ 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20年８月31日現在） （平成21年８月31日現在） 

  

  （千円）

現金及び預金勘定 456,233

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△83,995

現金及び現金同等物 372,238

  （千円）

現金及び預金勘定 664,083

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△65,028

現金及び現金同等物 599,055

日創プロニティ㈱　(3440)　平成21年８月期決算短信(非連結)

－　26　－



（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31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 

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 

２．未経過リース料期末残高相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

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。 

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。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。 

  
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） 

車両運搬具  5,677  3,576  2,101

工具、器具及
び備品 

 22,494  11,934  10,560

ソフトウエア  16,751  12,284  4,467

合計  44,923  27,795  17,128

１年内 千円8,022

１年超 千円8,254

合計 千円16,276

支払リース料 千円8,711

減価償却費相当額 千円8,215

支払利息相当額 千円424

 ファイナンス・リース取引(借主側) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

(ア)有形固定資産 

該当事項はありません。 

(イ)無形固定資産 

該当事項はありません。 

② リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「２.固定資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。 

  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年８月31日以前のリース取

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、その内容は以下のとおりでありま

す。  

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 

２．未経過リース料期末残高相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

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。 

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。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。 

  
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） 

車両運搬具  5,677  4,711  965

工具、器具及
び備品 

 12,496  6,283  6,213

ソフトウエア  16,751  15,634  1,116

合計  34,926  26,629  8,296

１年内 千円4,088

１年超 千円4,165

合計 千円8,254

支払リース料 千円8,313

減価償却費相当額 千円8,000

支払利息相当額 千円290
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前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 当社は、有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 当社は、有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

  当社は、退職金規程に基づく確定給付型の退職一時金制度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   簡便法によっているため、退職給付見込額の期間配分方法、割引率、期待運用収益率については該当ありません。 

（退職給付関係）

  
前事業年度 

（平成20年８月31日） 
当事業年度 

（平成21年８月31日） 

イ．退職給付債務（千円）  25,198  29,189

ロ．年金資産（千円）  －  －

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）（千円）  25,198  29,189

ニ．会計基準変更時差異の未処理額（千円）  －  －

ホ．未認識数理計算上の差異（千円）  －  －

ヘ．未認識過去勤務債務（債務の減額） 

（千円） 
 －  －

ト．貸借対照表計上額純額 

（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）（千円） 
 25,198  29,189

チ．前払年金費用（千円）  －  －

リ．退職給付引当金（ト－チ）（千円）  25,198  29,189

前事業年度 
（平成20年８月31日） 

  
当事業年度 

（平成21年８月31日） 

 （注） 退職給付債務の算定にあたり、簡便法（期末

要支給額の100％計上）を採用しております。

   （注）        同左 

  
前事業年度 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

イ．勤務費用（千円）  4,894  5,370

ロ．利息費用（千円）  －  －

ハ．期待運用収益（千円）  －  －

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 

（千円） 
 －  －

ホ．数理計算上の差異の費用処理額（千円）  －  －

ヘ．過去勤務債務の費用処理額（千円）  －  －

ト．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）（千円） 
 4,894  5,370

前事業年度 
（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

  
当事業年度 

（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注） 簡便法を採用しているため、退職給付費用と

勤務費用は一致しております。 

   （注）        同左 
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前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

２．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  

  （注） 株式数に換算して記載しております。また、当社は平成19年４月10日付で普通株式１株につき４株の株式分

割を行っております。 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成20年８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 

  (注) 役員退任に伴う新株予約権の権利消失によるものであります。  

（ストック・オプション等関係）

  平成18年ストック・オプション 

 

付与対象者の区分及び人数 

  

当社の取締役   １名 

当社の監査役   １名 

当社の従業員   ２名 

当社の社外協力者 １名 

株式の種類別ストック・オプションの数 

(注)  
普通株式     120株 

付与日 平成18年８月24日 

権利確定条件 権利確定条件は設定しておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間は設定しておりません。 

権利行使期間 
自 平成20年８月４日 

至 平成28年８月３日 

    平成18年ストック・オプション 

権利確定前 （株）      

前事業年度末    200

付与    －

失効 (注)    80

権利確定    120

未確定残    －

権利確定後 （株）      

前事業年度末    －

権利確定    120

権利行使    －

失効    －

未行使残    120
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   ②単価情報 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当事業年度において付与されたストック・オプションはありません。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

  

５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年

度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

 ① 当事業年度末における本源的価値の合計額 

   －円  

 ② 当事業年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

   該当事項はありません。 

  

６．財務諸表への影響額 

  該当事項はありません。  

当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

２．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  

  （注） 株式数に換算して記載しております。また、当社は平成19年４月10日付で普通株式１株につき４株の株式分

割を行っております。 

  平成18年ストック・オプション 

 権利行使価格      （円）  155,000

 行使時平均株価     （円）  －

 付与日における公正な評価単価 

             （円） 
 －

  平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社の取締役   ２名 

当社の監査役   １名 

当社の従業員   ２名 

当社の社外協力者 １名 

株式の種類別ストック・オプションの数 

(注)  
普通株式     200株 

付与日 平成18年８月24日 

権利確定条件 権利確定条件は設定しておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間は設定しておりません。 

権利行使期間 
自 平成20年８月４日 

至 平成28年８月３日 
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成20年８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 

  (注) 役員退任に伴う新株予約権の権利消失によるものであります。  

   ②単価情報 

    平成18年ストック・オプション 

権利確定前 （株）      

前事業年度末    －

付与    －

失効    －

権利確定    －

未確定残    －

権利確定後 （株）      

前事業年度末    120

権利確定    －

権利行使    －

失効 (注)    12

未行使残    108

  平成18年ストック・オプション 

 権利行使価格      （円）  155,000

 行使時平均株価     （円）  －

 付与日における公正な評価単価 

             （円） 
 －
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前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 該当事項はありません。  

当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年８月31日） 

当事業年度 
（平成21年８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（流動） （千円）

未払事業税 677

未払社会保険料 1,215

繰越欠損金  2,265

繰延税金資産計 4,157

  

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労金（未払） 130,405

退職給付引当金繰入超過額 9,757

貸倒引当金繰入超過額 128

減損損失 64,350

小計 204,642

評価性引当額 △195,637

繰延税金資産計 9,004

  

繰延税金負債（固定） 

特別償却準備金 △72,314

繰延税金負債計 △72,314

繰延税金負債の純額 63,309

繰延税金資産（流動） （千円）

未払事業税 1,213

棚卸資産評価損  5,499

繰延税金資産計 6,713

  

  

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労金（未払） 121,400

退職給付引当金繰入超過額 11,479

貸倒引当金繰入超過額 2,088

減損損失 64,350

小計 199,319

評価性引当額 △199,319

繰延税金資産計 －

  

繰延税金負債（固定） 

特別償却準備金 △56,427

繰延税金負債計 △56,427

繰延税金負債の純額 56,427

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 

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上したため、主

な項目別内訳は記載しておりません。  

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上したため、主

な項目別内訳は記載しておりません。  

（持分法損益等）

（関連当事者情報）
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 （注） 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

（注）当初新株予約権付与時の発行数は50個でしたが、役員の退任に伴う新株予約権の権利消失により、23個が減少し

た結果、当事業年度の発行数は27個となっております。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

１株当たり純資産額 円101,772.69

１株当たり当期純損失金額（△） 円△20,057.76

１株当たり純資産額 円99,157.83

１株当たり当期純損失金額（△） 円△2,031.35

 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、新株予約権の残高はありますが、1株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。 

 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、新株予約権の残高はありますが、1株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（平成20年８月31日） 
当事業年度 

（平成21年８月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  854,890  827,769

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  854,890  827,769

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 8,400  8,348

  
前事業年度 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当期純損失(△)（千円）  △168,485  △16,986

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失(△) 

（千円） 
 △168,485  △16,986

期中平均株式数（株）  8,400  8,362

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金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要（注） 

新株予約権１種類（新株予約権

の数30個）。 

新株予約権１種類（新株予約権

の数27個）。 
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前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

（重要な後発事象）
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該当事項はありません。  

５．その他
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 当社において、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので、製品区分別に記載しております。 

(1)生産実績 

 当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）の生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりで

あります。 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)受注状況 

 当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）の受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりで

あります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3)販売実績 

 当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）の販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりで

あります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。 

６．生産、受注及び販売の状況

製品区分別 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

オーダー加工品  1,229,335  9.3

企画品  375,154  △25.5

その他  54,446  △10.5

合計  1,658,936  △1.8

製品区分別 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

オーダー加工品  1,025,200  △31.5  123,293  △73.4

企画品  578,846  △18.7  7,619  124.9

その他  143,827  16.0  9,533  143.6

合計  1,747,874  △25.1  140,445  △70.2

製品区分別 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

オーダー加工品  1,325,606  12.3

企画品  569,326  △21.4

その他  149,234  16.7

合計  2,044,167  0.6
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相手先 

当事業年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

ベニックス株式会社 409,000 20.0
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