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（百万円未満切捨て）  

１．21 年９月期の業績（平成 20 年 9 月 21 日～平成 21 年 9 月 20 日） 

(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９月期   11,624  9.0     1,070  95.7   1,082   83.2     401  85.5

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

 

 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９月期 161.25  ―      4.5      8.5      9.2 

20 年９月期 86.92  86.67      2.5      4.7      5.1 

(注) 21 年９月期に係る潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

 

(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

          百万円        百万円          ％        円  銭 

21 年９月期      12,941      9,157       70.8      3,674.89

20 年９月期 12,611      8,815       69.9      3,542.05

（参考）自己資本  21 年９月期 9,157 百万円  20 年９月期 8,815 百万円 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

 
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９月期       1,265       △929        △81             1,929 

20 年９月期 ― ― ― ― 

(注) 20 年９月期においては、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており、個別キャッシュ・フロー計算書を作成していな

いため記載しておりません。 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金 
配当性向 

純資産 

（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 総額（年間） 配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円      ％   ％ 

20 年９月期 － 0.00 － 22.50 22.50 55 25.9 0.6

21 年９月期 － 0.00 － 22.50 22.50 56 14.0 0.6

22 年９月期

（予想） 
－ 0.00 － 22.50 22.50    10.5 

(注) 22 年９月期より連結財務諸表を作成するため、平成 22 年９月期の配当性向（予想）は連結ベースで記載しております。 
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３．22 年９月期の連結業績予想（平成 21 年９月 21 日～平成 22 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） 

 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 6,395  － 611  － 615  － 328  － 132.00

通    期 11,800  － 1,012  － 1,020  － 534  － 214.63

(注) 22 年９月期より連結財務諸表を作成するため、個別については「（参考）22 年９月期の個別業績予想（平成 21 年９月 21

日～平成 22 年９月 20 日）」をご参照ください。 

 
４．その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更   無 

② ①以外の変更          無 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21 年９月期 2,491,880 株 20 年９月期 2,488,880 株 

② 期末自己株式数          21 年９月期     25 株 20 年９月期         －株 

 （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、49 ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 

 

 
（参考）22 年９月期の個別業績予想（平成 21 年９月 21 日～平成 22 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） 

 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 6,120 △2.9 576 △0.4 582 △0.1 318   1.8 127.76

通    期 11,350 △2.4 1,030 △3.7 1,043 △3.6 570  42.0 228.75

(注) 22 年９月期より連結財務諸表を作成するため、連結については「３.22 年９月期の連結業績予想（平成 21 年９月 21 日～

平成 22 年９月 20 日）」をご参照ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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（1）経営成績に関する分析 

 ① 当期の概況 

 当事業年度における世界経済は、各国の財政出動に支えられ、未曾有の金融危機も峠を越えた感もあります

が、いまだ本格的な回復基調に入ったとはいえないものと思われます。 

 我が国経済におきましても、景気は１～３月期に底を打ち、輸出と生産の増加が景気の持ち直しをけん引す

るものの、輸出企業には円高が重くのしかかり、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、雇用情勢の悪化が消費者心理を圧迫し、個人消費に悪影響を与えております。 

 当社の主事業である環境資材事業を取巻く環境は、引き続き公共工事の市場の縮小傾向は続き、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１～３月期の反動で生産は回復したとは言うもの

の、 盛期の水準には届いておりません。また、自動車産業は政府の需要刺激策の浸透で国内市場は回復の兆

しがあるものの、依然として輸出は低水準にあります。 

 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。また、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、さらに全社を挙げての経費削減に取り組み利益確保に努めてまいりました。しかし、産業資材事業

部門において、ＩＴ産業の急激な落ち込みに対して、一部の固定資産及び鯖江工場の減損損失を計上いたしま

した。 

 この結果、当事業年度の売上高は11,624百万円(前事業年度比9.0％増)となりました。利益面におきまして

は、経常利益は1,082百万円(前事業年度比83.2％増)、当期純利益は401百万円(前事業年度比85.5％増)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、厳しい経営環境が続く中にあっても、「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、売上高は10,286百万円となりました。  

（産業資材事業） 

 産業資材事業では、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急激に減

少した結果、売上高は1,337百万円となりました。  

  

 ② 次期の見通し 

 今後の我が国経済は、輸出企業に重くのしかかる円高は企業業績の先行きに対して不透明感を残し、さら

に、雇用情勢の悪化は消費者心理を圧迫し、個人消費に悪影響を与え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いる当社グループの製品に対しては底堅い需要が見込まれ、主力製品である盛土補

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。 

 一方、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は、厳しい状況

が続くものと思われます。 

 収益面では、引き続き価格競争が続き、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、収益確保に向けたコスト削減を行ってまいります。 

 こうした状況を踏まえ、次期の連結業績の見通しにつきましては、売上高11,800百万円、営業利益1,012百万

円、経常利益1,020百万円、当期純利益534百万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10,450百万円、産業資材事業で1,350百万円を予想しております。  

  

 (2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産)  

 当事業年度末における資産合計は、前事業年度末と比較して330百万円（前事業年度末比2.6％）増加し、    

12,941百万円となりました。これは主に、現金及び預金が623百万円、売掛金が374百万円、投資有価証券が117

百万円それぞれ増加したものの、減損損失の計上等により有形固定資産が408百万円減少したことによるもので

あります。 

１．経営成績
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 (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11百万円（同0.3％）減少し、3,784百万円とな

りました。これは主に、買掛金が87百万円、未払法人税等が167百万円それぞれ増加したものの、支払手形が69 

百万円、設備関係支払手形が155百万円、役員退職慰労引当金が40百万円それぞれ減少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、前事業年度末と比較して341百万円（同3.9％）増加し、9,157百万円と

なりました。これは主に、利益剰余金が345百万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 

 当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して253百万円（前事業年度末比15.1％）

増加し、1,929百万円となりました。 

 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、1,265百万円となりました。これは、税引前当期純利益

889百万円、減価償却費430百万円、減損損失225百万円、たな卸資産の減少額220百万円等の収入と、売上債権

の増加額203百万円、法人税等の支払額351百万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、929百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入

830百万円等の収入と、定期預金の預入による支出1,200百万円、有形固定資産の取得による支出403百万円、投

資有価証券の取得による支出143百万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、81百万円となりました。これは主に、配当金の支払額55百万

円、長期借入金の返済による支出30百万円等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。 

     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. 平成20年９月期以前は連結ベース、平成21年９月期は個別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又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。 

6．平成20年９月期については、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、連結会計年度末において連結子会社が存在せず、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。   

  

  平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期 平成21年９月期

 自己資本比率（％）  55.7  66.0  －  70.8

 時価ベースの自己資本比率（％）  －  40.4  －  29.5

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  240.2  45.4  －  1.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  51.3  58.2  304.3  6,605.9
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(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、従来事業とのシナジー効果を生

み出すためのＭ＆Ａ、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21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22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、本事業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80％以上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30％以上と高

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、同業他社との競争が激化し、販売価格が大幅に低下した場

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土木資材は、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（ナフサ）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 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。 

⑤ 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。 
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⑥ 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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 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不織布の製造・販売、②各種繊維を原料とした産業資材の加工製造・販売）であります。 

 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、主に繊維と

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、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・販売と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、各種不織布、細巾織物二次製品、フラットディ

スプレイパネル・精密機器洗浄用ワイピングクロス等であります。 

 不織布は、原反メーカーとして、主に二次加工メーカー、 終製品メーカーに製品を供給しています。その用

途としては自動車関連や土木・建設用のほか、油吸着材や防草シートのように多機能化した商品開発を行い、

年々拡大しております。 

 また、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。 

 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。 

 フラットディスプレイパネル・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。 

事業系統図は次の通りであります。 

  

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、「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 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、9.2％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のほか、国民の目線に立った新製品・

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新製

品、高度な加工技術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、各種不織布の製造・販

売、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・販売を行う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 環境資材事業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、原材料価格の変動に伴う製造原価の高低も、利益率を不安定化させ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は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損益分岐点売上高の低下を目指し、併せて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収益の確保 

昨年秋以降の急激な景気悪化による個人消費低迷の影響が、当社の産業資材事業における主要取引先であるＩ

Ｔ産業、自動車産業を直撃したため、この分野での業績は、当初計画を下回ることとなりました。こうした経済

情勢下、当社では「カット・洗浄等の受託業務」の生産拠点を集約化し、生産効率を高めることで、業績の回復

を目指してまいります。 

また、能登川工場（滋賀県）で生産している不織布については、従来の用途（車輌、土木資材、生活資材）だ

けでなく、より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、環境資材事業との全社的な研究開発を拡充し、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 

 当社では過去の３件のＭ＆Ａに加えて本会計年度末以降２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。 

３．経営方針

前田工繊㈱（7821）平成21年９月期決算短信（非連結）

-　8　-



 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。また組織面では「人財開発部」を組成し、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 品質の向上 

 当社では、ISO9001を取得し、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。 

 ⑥ 購買部門の強化 

 各種原材料の仕入れ価格が急激に変動するなか、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 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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※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、前連結会計年度末にお 

いて連結子会社が存在せず、前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。また、当事業年度は、連結子

会社が存在せず、連結財務諸表は作成しておりません。 

  

４．連結財務諸表
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（１）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月21日 
 至 平成20年９月20日) 

売上高 11,763,898

売上原価 ※1  7,500,442

売上総利益 4,263,455

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 622,845

設計委託費 108,787

役員報酬 83,694

給料及び手当 944,110

賞与 94,020

賞与引当金繰入額 200,171

退職給付費用 51,097

役員退職慰労引当金繰入額 7,946

旅費及び交通費 167,677

減価償却費 117,591

その他 1,149,213

販売費及び一般管理費合計 ※2  3,547,157

営業利益 716,298

営業外収益  

受取利息 6,630

受取配当金 899

その他 9,366

営業外収益合計 16,896

営業外費用  

支払利息 2,444

クレーム補償費 4,428

その他 770

営業外費用合計 7,644

経常利益 725,551

特別利益  

固定資産売却益 ※3  1,074

過年度損益修正益 ※4  22,888

特別利益合計 23,963

特別損失  

固定資産除却損 ※5  4,024

過年度損益修正損 ※6  11,924

特別損失合計 15,949

税金等調整前当期純利益 733,566

法人税、住民税及び事業税 403,661

法人税等調整額 △67,213

法人税等合計 336,448

当期純利益 397,118
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（２）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月21日 
 至 平成20年９月20日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 1,023,922

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 1,023,922

資本剰余金  

前期末残高 983,550

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 983,550

利益剰余金  

前期末残高 6,445,059

当期変動額  

剰余金の配当 △37,333

当期純利益 397,118

当期変動額合計 359,785

当期末残高 6,804,844

株主資本合計  

前期末残高 8,452,531

当期変動額  

剰余金の配当 △37,333

当期純利益 397,118

当期変動額合計 359,785

当期末残高 8,812,316

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 3,218

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 197

当期変動額合計 197

当期末残高 3,416

純資産合計  

前期末残高 8,455,750

当期変動額  

剰余金の配当 △37,333

当期純利益 397,118

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 197

当期変動額合計 359,982

当期末残高 8,815,732
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（３）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月21日 
 至 平成20年９月20日) 

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 733,566

減価償却費 432,430

長期前払費用償却額 1,470

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,250

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,340

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,966

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,665

受取利息及び受取配当金 △7,530

支払利息 2,444

為替差損益（△は益） △963

有形固定資産売却損益（△は益） △1,074

有形固定資産除却損 3,696

売上債権の増減額（△は増加） 182,493

たな卸資産の増減額（△は増加） 158,530

仕入債務の増減額（△は減少） △289,605

その他 △132,986

小計 1,114,365

利息及び配当金の受取額 6,826

利息の支払額 △1,976

法人税等の支払額 △517,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 601,508

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 △630,000

定期預金の払戻による収入 450,000

有形固定資産の取得による支出 △324,930

有形固定資産の売却による収入 3,117

無形固定資産の取得による支出 △44,318

投資有価証券の取得による支出 △5,992

保険積立金の積立による支出 △2,647

貸付金の回収による収入 5,550

貸付けによる支出 △15,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △564,920

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △150,000

長期借入金の返済による支出 △27,500

配当金の支払額 △36,930

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,430

現金及び現金同等物に係る換算差額 963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,879

現金及び現金同等物の期首残高 1,853,004

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,676,124
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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    －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。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 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 
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項目 
前連結会計年度

（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（収益性の低

下による簿価切下げの方法） 

  

  

貯蔵品 

終仕入原価法に基づく原価法 

  

  

（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 

  

  

  

  

（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。 
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項目 
前連結会計年度

（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。 

  

  

③長期前払費用 

 定額法によっております。 

(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。 

  

  

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。 

  

  

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。 

  

  

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。 

(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。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 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．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。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（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、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

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

※１．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。 

機械装置及び運搬具 千円1,074

 ※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。 

建物及び構築物 千円0

機械装置及び運搬具 千円2,590

その他 千円1,105

ソフトウェア  千円328

計 千円4,024

 ※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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前連結会計年度（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 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

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

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

（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９月20日現在）

  

  （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
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前連結会計年度（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。 

  

  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（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 

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

支払リース料 千円5,039

減価償却費相当額 千円4,680

支払利息相当額 千円79

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。 

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（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。 
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（退職給付関係）

前連結会計年度 
（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。 

 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。 

２．退職給付債務に関する事項 

   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 

①勤務費用 千円18,432

②利息費用 千円2,404

③数理計算上の差異の費用処理額 千円970

④その他の退職給付費用 千円53,058

⑤退職給付費用 

（①＋②＋③＋④） 
千円74,866

（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。 

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
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前連結会計年度（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 

 （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 

②単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  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 

    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

    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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前連結会計年度（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 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。 

  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（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 

  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 

  

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

（企業結合等関係）
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前連結会計年度（自平成19年９月21日 至平成20年９月20日） 

 （注）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。 

  

 前連結会計年度（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。 

  

 前連結会計年度（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。 

  

前連結会計年度（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。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）
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 （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19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

１株当たり純資産額 円－

１株当たり当期純利益金額 円159.56

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額 
円159.09

 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。 

  
前連結会計年度

（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）  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）  397,118

期中平均株式数（株）  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） 
 7,240

 （うち新株予約権）  (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）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月20日) 

当事業年度 
(平成21年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,306,124 2,929,356

受取手形 ※2  2,342,227 ※2  2,171,210

売掛金 1,909,468 2,284,102

商品 251,936 －

製品 889,311 －

商品及び製品 － 973,204

原材料 432,971 －

仕掛品 193,812 165,320

貯蔵品 25,640 －

原材料及び貯蔵品 － 434,767

前払費用 26,791 26,130

繰延税金資産 216,201 223,796

その他 23,928 21,893

貸倒引当金 △9,205 △18,914

流動資産合計 8,609,208 9,210,868

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  2,423,071 ※1  2,512,636

減価償却累計額 △1,392,337 △1,476,496

建物（純額） 1,030,733 1,036,140

構築物 ※1  207,577 ※1  213,067

減価償却累計額 △154,111 △163,976

構築物（純額） 53,465 49,090

機械及び装置 2,062,424 1,981,240

減価償却累計額 △1,502,814 △1,595,789

機械及び装置（純額） 559,610 385,450

車両運搬具 29,162 24,282

減価償却累計額 △22,359 △20,532

車両運搬具（純額） 6,802 3,750

工具、器具及び備品 678,616 761,184

減価償却累計額 △513,806 △631,947

工具、器具及び備品（純額） 164,809 129,237

土地 ※1  1,436,310 ※1  1,351,989

建設仮勘定 113,225 1,102

有形固定資産合計 3,364,958 2,956,762

無形固定資産   

借地権 10,404 10,404

ソフトウエア 85,786 83,789

その他 5,548 3,291

無形固定資産合計 101,738 97,484
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月20日) 

当事業年度 
(平成21年９月20日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 65,934 182,983

破産更生債権等 26,135 58,816

長期前払費用 2,192 1,042

繰延税金資産 329,784 356,008

その他 137,743 130,727

貸倒引当金 △26,156 △52,900

投資その他の資産合計 535,633 676,678

固定資産合計 4,002,330 3,730,925

資産合計 12,611,539 12,941,793

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,459,566 1,390,026

買掛金 417,143 504,989

1年内返済予定の長期借入金 ※1  32,500 ※1  12,500

未払金 370,483 361,092

未払法人税等 153,691 321,633

未払消費税等 52,140 67,303

前受金 2,969 1,347

預り金 29,575 35,057

賞与引当金 284,340 288,650

設備関係支払手形 167,053 11,178

その他 404 636

流動負債合計 2,969,870 2,994,416

固定負債   

長期借入金 ※1  10,000 －

役員退職慰労引当金 649,283 608,970

退職給付引当金 166,652 181,109

固定負債合計 825,935 790,080

負債合計 3,795,806 3,784,496
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月20日) 

当事業年度 
(平成21年９月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,023,922 1,025,977

資本剰余金   

資本準備金 983,550 985,605

資本剰余金合計 983,550 985,605

利益剰余金   

利益準備金 6,450 6,450

その他利益剰余金   

特別償却準備金 25,943 15,949

別途積立金 6,400,000 6,600,000

繰越利益剰余金 372,450 527,844

利益剰余金合計 6,804,844 7,150,244

自己株式 － △34

株主資本合計 8,812,316 9,161,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,416 △4,495

評価・換算差額等合計 3,416 △4,495

純資産合計 8,815,732 9,157,297

負債純資産合計 12,611,539 12,941,793
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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21日 
 至 平成20年９月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年９月20日) 

売上高 10,663,997 11,624,022

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 1,134,343 1,141,247

合併による商品及び製品受入高 77,058 －

当期商品仕入高 1,511,592 1,370,431

当期製品製造原価 5,204,557 5,551,169

合計 7,927,551 8,062,848

他勘定振替高 ※2  6,461 ※2  10,449

商品及び製品期末たな卸高 ※3  1,141,247 ※3  973,204

売上原価合計 6,779,842 7,079,194

売上総利益 3,884,154 4,544,828

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 558,073 588,109

設計委託費 108,787 120,567

役員報酬 82,854 71,451

給料及び手当 877,446 1,001,479

賞与 87,239 103,438

賞与引当金繰入額 192,598 210,484

退職給付費用 48,379 52,540

役員退職慰労引当金繰入額 7,946 7,489

法定福利費 － 175,453

旅費及び交通費 157,832 148,226

減価償却費 112,954 107,773

貸倒引当金繰入額 27,674 40,635

その他 1,075,494 847,166

販売費及び一般管理費合計 ※4  3,337,281 ※4  3,474,815

営業利益 546,873 1,070,013

営業外収益   

受取利息 11,004 5,621

有価証券利息 － 1,439

受取配当金 899 821

業務受託料 ※1  29,354 －

その他 7,982 6,882

営業外収益合計 49,241 14,765

営業外費用   

支払利息 607 175

為替差損 － 1,895

クレーム補償費 4,000 －

支払負担金 － 331

その他 769 0

営業外費用合計 5,377 2,402

経常利益 590,737 1,082,375
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月21日 
 至 平成20年９月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年９月20日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※5  694 －

投資有価証券売却益 － 1,320

抱合せ株式消滅差益 163,493 －

違約金収入 － ※6  50,000

過年度損益修正益 ※7  19,271 －

その他 － 1,628

特別利益合計 183,459 52,949

特別損失   

固定資産売却損 － ※8  1,608

固定資産除却損 ※9  1,373 ※9  16,622

減損損失 － ※10  225,724

投資有価証券売却損 － 1,082

投資有価証券評価損 － 999

抱合せ株式消滅差損 76,406 －

過年度損益修正損 ※11  11,924 －

特別損失合計 89,704 246,038

税引前当期純利益 684,492 889,286

法人税、住民税及び事業税 347,565 516,334

法人税等調整額 120,586 △28,447

法人税等合計 468,151 487,886

当期純利益 216,340 401,400
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（注） 

  

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21年９月20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 ※2,3  2,815,375  54.0   2,966,246  53.7

Ⅱ 労務費    673,241  12.9  777,304  14.1

Ⅲ 外注加工費    1,075,949  20.7  972,444  17.6

Ⅳ 経費 ※４  644,159  12.4  809,958  14.6

当期総製造費用    5,208,725  100.0  5,525,953  100.0

期首仕掛品たな卸高    164,864        193,812      

合併による仕掛品受入
高    26,301        －      

合計    5,399,892        5,719,766      

他勘定振替高 ※５  1,522        3,275      

期末仕掛品たな卸高 ※６  193,812        165,320      

当期製品製造原価    5,204,557        5,551,169      

前事業年度 
（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21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．合併による原材料受入高が77,516千円含まれており

ます。 

※２．             ――――――― 

※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。 

※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29,413千円であります。 

※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 千円60,245

電力料 千円65,761

消耗品費 千円85,860

減価償却費 千円243,500

荷造包装費 千円66,500

電力料 千円91,338

消耗品費 千円105,349

減価償却費 千円322,530

※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 千円1,520

その他 千円2

販売費及び一般管理費 千円2,931

その他 千円344

※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。 

※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10,460千円であります。 
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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21日 
 至 平成20年９月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年９月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,023,922 1,023,922

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 2,055

当期変動額合計 － 2,055

当期末残高 1,023,922 1,025,977

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 983,550 983,550

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 2,055

当期変動額合計 － 2,055

当期末残高 983,550 985,605

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 6,450 6,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,450 6,450

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 35,962 25,943

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △10,019 △9,993

当期変動額合計 △10,019 △9,993

当期末残高 25,943 15,949

別途積立金   

前期末残高 5,900,000 6,400,000

当期変動額   

別途積立金の積立 500,000 200,000

当期変動額合計 500,000 200,000

当期末残高 6,400,000 6,600,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 683,424 372,450

当期変動額   

剰余金の配当 △37,333 △55,999

特別償却準備金の取崩 10,019 9,993

別途積立金の積立 △500,000 △200,000

当期純利益 216,340 401,400

当期変動額合計 △310,973 155,393

当期末残高 372,450 527,844
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月21日 
 至 平成20年９月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年９月20日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 6,625,837 6,804,844

当期変動額   

剰余金の配当 △37,333 △55,999

当期純利益 216,340 401,400

当期変動額合計 179,007 345,400

当期末残高 6,804,844 7,150,244

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △34

当期変動額合計 － △34

当期末残高 － △34

株主資本合計   

前期末残高 8,633,309 8,812,316

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 4,110

剰余金の配当 △37,333 △55,999

当期純利益 216,340 401,400

自己株式の取得 － △34

当期変動額合計 179,007 349,476

当期末残高 8,812,316 9,161,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,218 3,416

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 197 △7,912

当期変動額合計 197 △7,912

当期末残高 3,416 △4,495

純資産合計   

前期末残高 8,636,528 8,815,732

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 4,110

剰余金の配当 △37,333 △55,999

当期純利益 216,340 401,400

自己株式の取得 － △34

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 197 △7,912

当期変動額合計 179,204 341,564

当期末残高 8,815,732 9,157,297
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（４）キャッシュ・フロー計算書 
※前事業年度は連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており、個別キャッシュ・フロー計算書は作成しておりま
せん。 

（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年９月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 889,286

減価償却費 430,303

長期前払費用償却額 1,149

減損損失 225,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,452

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,313

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,457

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,309

受取利息及び受取配当金 △7,882

支払利息 175

為替差損益（△は益） 1,185

違約金収入 △50,000

有形固定資産売却損益（△は益） 1,608

有形固定資産除却損 16,622

投資有価証券売却損益（△は益） △237

投資有価証券評価損益（△は益） 999

売上債権の増減額（△は増加） △203,617

たな卸資産の増減額（△は増加） 220,379

仕入債務の増減額（△は減少） 18,305

その他 1,448

小計 1,560,357

利息及び配当金の受取額 7,659

利息の支払額 △191

違約金の受取額 50,000

法人税等の支払額 △351,957

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,265,868

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 △1,200,000

定期預金の払戻による収入 830,000

有形固定資産の取得による支出 △403,265

有形固定資産の売却による収入 233

無形固定資産の取得による支出 △29,184

投資有価証券の取得による支出 △143,611

投資有価証券の売却による収入 12,517

保険積立金の積立による支出 △2,577

貸付金の回収による収入 6,150

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △929,717
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（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年９月20日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △30,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 4,110

自己株式の取得による支出 △34

配当金の支払額 △55,807

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,732

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 253,232

現金及び現金同等物の期首残高 1,676,124

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,929,356
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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

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21年９月20日） 

１. 有価証券の評価基準及び

評価方法 

 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。） 

 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（収益性の

低下による簿価切下げの方法） 

(1）商品・製品・原材料・仕掛品 

         同左 

  (2）貯蔵品 

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19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21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 

機械及び装置    ７～12年 

工具、器具及び備品 ２～10年 

(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。 

（追加情報） 

 当社の機械及び装置については、当

事業年度より耐用年数を一部変更して

おります。 

 この変更は、平成20年度の税制改正

を契機として、資産の利用状況等を見

直した結果、耐用年数を変更したこと

によるものであります。 

 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

23,674千円減少しております。 

  (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．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19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21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。 

(4）退職給付引当金 

同左 

５．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。 

────── 

６．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。 

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 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21年９月20日） 

（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。 

（貸借対照表関係） 

――――――― 

（損益計算書関係） 

――――――― 

（損益計算書関係） 

 前事業年度において、販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示していた「法定福利費」は、販売費及び

一般管理費の総額の100分の５を超えたため、当事業年度

より区分掲記しております。なお、前事業年度において、

法定福利費は、損益計算書の販売費及び一般管理費「その

他」に155,622千円含まれております。 

 前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて

表示していた「為替差損」は、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しておりま

す。なお、前事業年度において、為替差損は、損益計算書

の営業外費用「その他」に307千円含まれております。  

 前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて

表示していた「支払負担金」は、営業外費用の総額の100

分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しておりま

す。なお、前事業年度において、支払負担金は、損益計算

書の営業外費用「その他」に311千円含まれております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年９月20日） 

当事業年度 
（平成21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 千円157,758

構築物 千円2,491

土地 千円184,942

計 千円345,192

建物 千円149,851

構築物 千円2,151

土地             千円184,942

計 千円336,945

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 千円32,500

長期借入金 千円10,000

計 千円42,500

１年内返済予定の長期借入金 千円12,500

長期借入金 千円－

計 千円12,500

※２．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 

※２．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 61,843千円 

前田工繊㈱（7821）平成21年９月期決算短信（非連結）

-　40　-



  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21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．       ――――――― 

業務受託料 千円29,354   

※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 千円6,461 販売費及び一般管理費 千円10,360

その他 千円88

※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。 

※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107,894千円であります。 

※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。 

※４．一般管理費に含まれる研究開発費は4,270千円であ

り、当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。 

※５．固定資産売却益は次のとおりであります。 

車両両搬具             694千円 

※５．       ――――――― 

  

※６．       ――――――― ※６．違約金収入 

   平成16年12月に取引先から業務の委託を受け、平成

17年11月に当社が投資した固定資産について、ＩＴ

産業向け需要の急激な落ち込みによりこの取引先が

この業務からの撤退を決めたことで、稼動率が著し

く低下し、当社の投資回収計画の達成が困難となっ

たことから、この取引先より違約金50,000千円を受

領し特別利益に計上しております。      

※７．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．       ――――――― 

※８．       ――――――― ※８．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  機械及び装置 千円1,430

車両運搬具 千円178

計 千円1,608

※９．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※９．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 千円1,045

ソフトウェア 千円328

計 千円1,373

建物 千円14

機械及び装置 千円16,269

工具、器具及び備品 千円338

計 千円16,622
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前事業年度 
（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21年９月20日） 

※10．       ――――――― 

  

※10．減損損失 

   当社は、以下の資産について減損損失を計上いたし

ました。  

  
 場所    用途  種類 

減損損失

（千円）

本社工場   産業資材事業  建物  26,296

（福井県坂井

市） 
製造設備  機械及び装置  49,965

    
 工具、器具及

び備品  
 891

     小計  77,153

本社工場   産業資材事業  建物  41,408

（福井県鯖江

市） 
製造設備  構築物   134

     機械及び装置  3,795

    
 工具、器具及

び備品 
 126

     土地  99,321

     その他  3,785

     小計 148,570

 合計       225,724

   当社は、原則として経営管理会計上の事業区分を

基準としてグルーピングを行っており、また遊休資

産については、個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。 

 当事業年度において、平成16年12月に取引先から

業務の委託を受け、平成17年に当社が投資した固定

資産について、ＩＴ産業向け需要の急激な落ち込み

によりこの取引先がこの業務からの撤退を決めたこ

とで、稼動率が著しく低下し、当社の投資回収計画

の達成が困難となったたことから、帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

 また、産業資材事業におけるＩＴ産業向け需要の

落ち込みを受け、生産効率の向上を図るべく、鯖江

工場での生産を休止し、本社工場へ集約することよ

り遊休化する当該資産グループの帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しております。その他に計上している減

損損失は、事業移管に伴い発生する費用等でありま

す。なお、回収可能額は正味売却価額により測定し

ており、土地については不動産鑑定士の不動産鑑定

評価額によっております。 

※11．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。 

※11．       ――――――― 
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前事業年度（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。  

  

当事業年度（自平成20年９月21日 至平成21年９月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加3,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

す。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の増加25株は、単元未満株式の買取り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）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

  

（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（注）１  2,488,880  3,000  －  2,491,880

合計  2,488,880  3,000  －  2,491,880

自己株式                        

普通株式（注）２  －  25  －  25

合計  －  25  －  25

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25日 

取締役会 
普通株式  55,999  22.50 平成20年９月20日 平成20年12月19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25日 

取締役会 
普通株式  56,066 利益剰余金  22.50 平成21年９月20日 平成21年12月21日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21年９月20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 

（平成21年９月20日現在）

  

  （千円）

現金及び預金勘定 2,929,356

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,000,000

現金及び現金同等物 1,929,356
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21年９月20日） 

１.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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  該当事項はありません。  

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、器具及
び備品  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   

１年内 千円390

１年超 千円－

合計 千円390   

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 千円5,039

減価償却費相当額 千円4,680

支払利息相当額 千円79

  

  

  

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。 

  

  

  

  

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

          ―――――――    オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料  

  １年内 千円834

１年超 千円2,988

合計 千円3,822
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券  

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容  

  

  

  

（有価証券関係）

  種類

前事業年度（平成20年９月20日） 当事業年度（平成21年９月20日）

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円）

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  －  －  －  100,000  100,440  440

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  53,618  60,151  6,533  100,000  100,440  440

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  88,450  80,463  △7,986

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  3,499  2,702  △797  88,450  80,463  △7,986

合計  57,118  62,854  5,736  188,450  180,903  △7,546

 前事業年度 

（自平成19年９月21日 至平成20年９月20日）  
  

 
当事業年度 

（自平成20年９月21日 至平成21年９月20日）  
  

売却額（千円） 売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 売却額（千円）

売却益の合計額 
（千円）  

売却損の合計額
（千円）   

 －  －  － 12,517  1,320 1,082

  
前事業年度（平成20年９月20日） 当事業年度（平成21年９月20日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券     

非上場株式  3,080  2,080

（デリバティブ取引関係）

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21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。 
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（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21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。 

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 ２．退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 千円164,934

②未認識数理計算上の差異 千円1,717

③退職給付引当金（①＋②） 千円166,652

①退職給付債務 千円177,192

②未認識数理計算上の差異 千円3,917

③退職給付引当金（①＋②） 千円181,109

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 千円17,839

②利息費用 千円2,404

③数理計算上の差異の費用処理額 千円970

④確定拠出型年金制度への拠出額 千円47,354

⑤退職給付費用 

（①＋②＋③＋④） 
千円68,569

①勤務費用 千円18,744

②利息費用 千円2,541

③数理計算上の差異の費用処理額 千円250

④確定拠出型年金制度への拠出額 千円53,996

⑤退職給付費用 

（①＋②＋③＋④） 
千円75,533

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

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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当事業年度（自平成20年９月21日 至平成21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 

 （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 

 当事業年度（平成21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 

②単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  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 

    平成17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    35,500

権利確定    －

権利行使    3,000

失効    －

未行使残    32,500

    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）  1,625

公正な評価単価（付与日） （円）  －
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年９月20日） 

当事業年度 
（平成21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 千円114,987

未払事業税 千円11,952

未払費用 千円17,239

棚卸資産評価損 千円68,382

その他 千円3,639

計 千円216,201

繰延税金資産（固定）     

役員退職慰労引当金 千円262,570

退職給付引当金 千円67,394

ゴルフ会員権評価損    千円10,372

減価償却超過額 千円3,709

貸倒引当金 千円5,284

土地評価差額金 千円21,209

その他 千円10,761

小計 千円381,301

評価性引当額 千円△31,581

計  千円349,719

繰延税金負債（固定）     

特別償却準備金 千円△17,615

その他有価証券評価差額金 千円△2,319

計 千円△19,934

繰延税金資産の純額 千円545,986

繰延税金資産（流動）     

賞与引当金 千円116,701

未払事業税 千円21,932

未払費用 千円18,042

棚卸資産評価損 千円59,742

その他 千円7,376

計 千円223,796

繰延税金資産（固定）     

役員退職慰労引当金 千円246,206

退職給付引当金 千円73,222

ゴルフ会員権評価損  千円10,370

減価償却超過額 千円1,710

減損損失 千円87,347

貸倒引当金 千円14,302

土地評価差額金 千円21,203

その他 千円8,480

小計 千円462,842

評価性引当額 千円△99,059

計  千円363,783

繰延税金負債（固定）     

特別償却準備金 千円△10,825

その他有価証券評価差額金 千円3,051

計 千円△7,774

繰延税金資産の純額 千円579,805

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 
％1.45

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

  

法定実効税率 ％40.43

（調整）     

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
％0.65

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 ％4.11

住民税均等割 ％2.13

試験研究費に係る税額控除 ％△0.05

評価性引当額  ％7.59

その他 ％0.02

税効果会計適用後の法人税等の

負担率  
％54.86
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当事業年度（自平成20年９月21日 至平成21年９月20日） 

 該当事項はありません。  

  

前事業年度（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。 

当事業年度（自平成20年９月21日 至平成21年９月20日） 

該当事項はありません。 

  

  

 （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。 

  

（関連当事者情報）

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21年９月20日） 

１株当たり純資産額 円3,542.05

１株当たり当期純利益金額 円86.92

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額 
円86.67

１株当たり純資産額 円3,674.89

１株当たり当期純利益金額 円161.25

 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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成19年９月21日 
至 平成20年９月20日） 

当事業年度 
（自 平成20年９月21日 
至 平成21年９月20日） 

当期純利益（千円）  216,340  401,400

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）  216,340  401,400

期中平均株式数（株）  2,488,880  2,489,243

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） 
 7,240  －

 （うち新株予約権）  (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 

―――――――  新株予約権１種類（新株予約権

の数65個） 

 新株予約権の概要は、47ページ

（ストック・オプション等関係）

に記載のとおりであります。  
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前事業年度（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。 

当事業年度（自平成20年９月21日 至平成21年９月20日） 

１．マグネ株式会社の株式取得 

 当社は、平成21年９月16日開催の臨時取締役会決議に基づき、マグネ株式会社の発行済株式の全てを当社

が譲り受ける内容の株式譲渡契約を締結し、平成21年10月16日付で、株式を取得いたしました。 

  

(1) 株式取得の理由 

 マグネ株式会社は、平成18年６月に設立され、福岡県において多機能特殊ポリマーセメントモルタル

（マグネライン）等の開発・製造・販売を行っており、橋脚やトンネル等、土木分野における耐震補強工

事や補修工事で高評価を得ており、全国に多数の施工実績を有しております。 

 当社では、主たる事業である環境資材事業において、従来より、地球に優しくかつ国民の皆様の「安

全・安心ニーズ」にお応えできる工法や製品をご提供してまいりました。 

 そうしたなか、同社をグループ化することで、今後成長が見込める耐震補強・補修分野の商品ライン化

につながると判断し、同社株式の取得を行うものであります。 

  

(2) 株式取得の相手先の名称 

日本アジア投資株式会社 

内海 大樹（マグネ株式会社代表取締役） 

  

(3) 買収した会社の名称、事業内容及び規模 

①会社の名称  マグネ株式会社 

②事業内容   多機能特殊ポリマーセメントモルタル等の開発・製造・販売 

③規模     資本金31,825千円 

  

(4) 株式取得の時期 

平成21年10月16日 

  

(5) 取得した株式の数及び取得後の持分比率 

取得した株式の数  12,490株 

取得後の持分比率  100％ 

  

２．株式会社サングリーンの株式取得 

 当社は、平成21年10月５日開催の取締役会決議に基づき、株式会社サングリーンの発行済株式の全てを当

社が譲り受ける内容の株式譲渡契約を締結し、平成21年10月20日付で、株式を取得いたしました。 

  

(1) 株式取得の理由 

 株式会社サングリーンは、昭和61年２月に設立され、北海道において植生製品、間伐材製品等の製造・

販売を行っており、全国の代理店を通して官公庁を主な販売先として多数の緑化工事、造園工事資材の販

売実績を有しております。 

 同社の主力製品は、当社が得意とする法面施工における材料として利用可能なほか、同社をグループ化

することで、今後林業分野等での新たな取引先開拓が期待できるとともに、当社の営業ネットワークを活

用することで販売力強化につながると判断し、同社株式の取得を行うものであります。 

 また、マグネ株式会社の取得をあわせ、当社の主力である環境資材事業の取扱商品の多様化が図られる

ことになります。 

  

(2) 株式取得の相手先の名称 

高杉 輝夫 

高杉 栄子 

  

(3) 買収した会社の名称、事業内容及び規模 

①会社の名称  株式会社サングリーン 

（重要な後発事象）

前田工繊㈱（7821）平成21年９月期決算短信（非連結）

-　50　-



②事業内容   植生製品、間伐材製品、水際製品の製造・販売 

③規模     資本金10,000千円 

  

  

(4) 株式取得の時期 

平成21年10月20日 

  

(5) 取得した株式の数及び取得後の持分比率  

取得した株式の数  100株 

取得後の持分比率  100％  
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役員の異動 

 当社は、平成21年９月４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ております。なお、本件

は、平成21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 代表取締役の異動 

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 前田 尚宏 （現 環境資材事業本部副本部長 兼 擬木推進部長） 

・退任予定取締役 

取締役兼経営役 白崎 富治 

③ 就任予定日 

   平成21年12月18日 

  

６．その他
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