
 

 

 

 

平成 22 年 10 月 12 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ト ラ ン ザ ク シ ョ ン 

代表者名 代表取締役社長 石 川  諭 

（コード番号：7818） 

問合せ先 取締役 古 屋  肇 

（ TEL. 03-5468-9033） 

 

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

   

   当社は、本日、平成 22 年 10 月 12 日に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場いたしまし 

 た。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、最近の決算情報等につきましては別添のとおりであります。 

 また別添資料に記載する、平成 23 年８月期連結業績予想等につきましては、平成 22 年９ 

月２日に公表したものと同様のものであります。 

 

 

以 上 
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平成22年８月期 決算短信 

平成22年10月12日 
 

上 場 会 社 名 株式会社トランザクション 上場取引所 大阪証券取引所 
コ ー ド 番 号 7818 ＵＲＬ http://www.trans-action.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 石川  諭   
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 古屋  肇 ＴＥＬ (03)5468-9033 
定時株主総会開催予定日 平成22年11月29日 配当支払開始予定日 平成22年11月19日 
有価証券報告書提出予定日 平成22年11月29日   
 

（百万円未満切捨て） 

１．22年８月期の連結業績（平成21年９月１日～平成22年８月31日） 
(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 ％ 

22年８月期 7,480 5.8 391 55.4 308 － 188 177.6 

21年８月期 7,068 2.0 252 17.4 23 △89.8 67 △13.7 

 

 
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 ％ ％ ％ 

22年８月期 145 41 － 16.2 9.3 5.2 
21年８月期 10,977 93 － 6.7 0.7 3.6 

（参考） 持分法投資損益 22年８月期 －百万円 21年８月期 －百万円 
 
(2) 連結財政状態 

 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 

22年８月期 3,132 1,244 39.7 960 21 
21年８月期 3,528 1,074 30.5 165,905 08 

（参考） 自己資本    22年８月期 1,244百万円 21年８月期 1,074百万円 
 
(3) 連結キャッシュ・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 

22年８月期 382 △23 △487 274 
21年８月期 △427 685 △194 426 

 
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 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 
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 ％ ％ 

21年８月期 － 0 00 － 1,200 00 1,200 00 7 10.9 0.8 
22年８月期 － 0 00 － 16 00 16 00 20 11.0 1.8 
23年８月期 

(予想) 
－  0 00 － 20 00 20 00  9.7  

 
３．23年８月期の連結業績予想（平成22年９月１日～平成23年８月31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 

3,909 △4.2 178 △48.0 127 △56.4 79 △55.2 52 48 

通     期 8,050 7.6 559 42.8 529 71.8 315 67.5 205 40 
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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） ： 無 
(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） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
 ② ①以外の変更 ： 無 
 (注)詳細は、22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」をご覧ください。 
  
(3) 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） 22年８月期 1,295,800株  21年８月期 6,479株 
 ② 期末自己株式数 22年８月期 －株  21年８月期 －株 
 (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、36ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 
 
 
（参考）個別業績の概要 
 
1.22年８月期の個別業績（平成21年９月１日～平成22年８月31日） 
 (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 ％ 

22年８月期 640 10.9 127 27.1 133 109.9 120 62.3 
21年８月期 577 14.5 99 213.2 63 222.0 74 189.5 

 

 
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 

 円 銭 円 銭 

22年８月期 93 02 － 
21年８月期 12,006 87 － 

 
(2) 個別財政状態 

 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 

22年８月期 1,957 1,124 57.5 868 19 
21年８月期 2,312 1,012 43.8 156,232 95 

（参考） 自己資本    22年８月期 1,124百万円 21年８月期 1,012百万円 
 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(1) 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、４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。 

(2) 当社は、平成21年12月11日を基準日、平成21年12月14日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する

株式分割を、また平成22年２月19日を基準日および効力発生日として普通株式１株を２株に分割する株式分割

を実施いたしました。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の景気対策及び中国やアジア諸国をはじめとする

新興国の経済成長を背景とした輸出の伸長により、国内景気の動向は一部において回復の兆しが

見られるものの、米国の景気停滞や欧州諸国の経済危機等、世界経済の停滞と成りうる懸念が未

だ払拭されない状況であることに加え、急速な円高の進行により、依然として企業収益の低迷や

雇用不安は続いており、国内景気の状況は厳しい状態で推移いたしました。 

当社グループが展開する雑貨事業につきましては、消費の低迷が続く中においてもデザイン性

と機能性を兼ね備えた雑貨などは好調な販売を挙げているものもありますが、世界的な景気後退

の影響による市場全体の減速感は続いており、総じて市場環境は非常に厳しいものとなっており

ます。 

このような環境下、当社グループにおきましては、地球環境に配慮した「エコ雑貨製品」づく

りに注力してまいりました。環境保護に配慮した消費活動が人々の間に次第に浸透してきており、

マイバッグ・マイカップ・マイ箸などの生活スタイルや、リサイクル素材を使用した製品への関

心の高まりなどから「エコ雑貨製品」に人気が集まり、この傾向は今後も継続し多分野にわたり

拡がっていくものと思われます。また、景気の先行き不透明感やデフレ経済の進展による節約志

向からも「エコ雑貨製品」の需要は高まるものと思われます。 

一方、「一般雑貨製品」における企業への営業活動につきましても引き続き積極的に展開し、

幅広い業界に顧客層が分布する強みを活かし、業績の良好な企業を中心に営業アプローチを行っ

た結果、既存顧客からの大型リピート案件を獲得することに成功いたしました。 

更に、前期より取組みを開始した製品分野である「ヘルスケア雑貨製品」に関し、新型インフ

ルエンザ感染拡大の影響もあり、大手コンビニエンスストア・ドラッグストアに卸売業者を通し

て販売を実施することができ、収益拡大に大きく貢献いたしました。 

グループ全体の経営管理を営む当社におきましては、前期に引き続きより健全、効率的、機能

的な内部管理体制の構築を 重要課題として組織の再編を行うとともに、社内規則・手続、情報

共有の仕組みの整備などを推進しております。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は74億80百万円（前連結会計年度比5.8％増）、営業利

益は３億91百万円（前連結会計年度比55.4％増）、経常利益は３億８百万円（前連結会計年度比

1,201.7％増）となり、当期純利益は１億88百万円（前連結会計年度比177.6％増）となりました。 

当社グループの主な販売経路別及び製品分類別の販売実績といたしましては以下のとおりであ

ります。 

 

＜販売経路別業績＞ 

① エンドユーザーへ直接販売 

企業の業績不振が続く中、経費削減が進み苦戦を強いられておりますが、幅広い業界に顧

客層が分布する強みを活かし、偏りのない広範囲にわたる業界に対し、顧客ニーズに沿った

提案型の営業活動を行った結果、当連結会計年度の売上高は33億32百万円となりました。 

 

② 卸売業者へ販売 

前連結会計年度より取組みを開始した製品分野である「ヘルスケア雑貨製品」に関し、新

型インフルエンザの影響もあり、大手コンビニエンスストア・ドラッグストアに卸売業者を

通して販売を実現できました。また、「エコ雑貨製品」の企画に注力しアイテム数の増加に

努め、不況による節約志向の流れも相俟って、携帯用タンブラーやフリース等の販売が好調

に推移した結果、当連結会計年度の売上高は40億67百万円となりました。 

 

③ その他 

設計・デザイン業務の受託等の受注にも積極的に取り組んだ結果、当連結会計年度の売上
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高は80百万円となりました。 

 

＜製品分類（一般雑貨製品・エコ雑貨製品・ヘルスケア雑貨製品・その他）別業績＞ 

① 一般雑貨製品 

既存顧客との関係維持に努め、顧客ニーズをいち早く捉えて、それに対応することを主眼

とした営業活動を行いました。加えて、新規顧客の開拓も積極的に行い、既存顧客からの大

型リピート案件を獲得することに成功いたしましたが、厳しい事業環境下、顧客企業の広告

宣伝費や販売促進費の削減傾向によりセールスプロモーション向けの雑貨製品に落ち込みが

見られました。この結果、当連結会計年度の売上高は35億49百万円となりました。 

 

② エコ雑貨製品 

株式会社トランスにおきましては偏りのない広範囲にわたる業界に対し、環境に配慮した

製品の提案型営業活動を行いました。また、株式会社トレードワークスにおきましては環境

配慮型の雑貨製品の企画に注力しアイテム数の増加に努め、積極的な営業活動を行いました。

この結果、当連結会計年度の売上高は25億73百万円となりました。 

 

③ ヘルスケア雑貨製品 

新型インフルエンザ感染拡大の影響もあり、大手コンビニエンスストア・ドラッグストア

に卸売業者を通して販売を実現できました。この結果、当連結会計年度の売上高は12億80百

万円となりました。 

 

④ その他 

設計・デザイン業務の受託等の受注に積極的に取り組んだ結果、当連結会計年度の売上高

は77百万円となりました。 

 

（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、世界経済はアジア諸国の経済発展を原動力に緩やかな回復を続

けている一方、米国や欧州諸国の経済危機懸念の影響を受け、円の高止まりの中で景気は低迷し

た状況で推移するものと思われます。また、雇用・所得環境の悪化等により消費動向は厳しく、

事業環境も厳しい状況が続くものと推測されます。 

当社グループの関連市場におきましても、景気後退に伴う消費者の節約志向は更に高まるもの

と推測され、景気の先行き不透明感やデフレ経済の進展による節約志向からも「エコ雑貨製品」

の需要は高まるものと思われます。また、消費者の望む価値基準は高まりつつあり、デザイン性

と機能性を兼ね備えた雑貨の需要は高まるものと思われます。 

このような状況下において、当社グループでは、幅広い顧客数を持つ強みを活かし、地球温暖

化防止のための国民的運動「チャレンジ25キャンペーン」に参加する多くの企業に対し、「エコ

雑貨製品」を中心とした製品開発及び営業活動に注力する一方、「一般雑貨製品」においては、

既存顧客への深耕を図るとともに、業界に偏らず好業績企業を中心とした新規顧客への営業アプ

ローチを継続することで売上増加を図ってまいります。「ヘルスケア雑貨製品」については、新

たな製品開発に注力し、前期構築した大手卸売業者への販売経路を活かし、コンビニエンススト

ア・ドラッグストア等に対して販売してまいります。更には、企画段階から製造・販売までの全

ての面において、持株会社を中心としたグループ経営による一貫体制の強みを活用し、環境変化

に柔軟に対応可能な組織力の強化を 重要課題として取り組んでまいります。 

この結果、次期（平成23年８月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高80億50百万円、

営業利益５億59百万円、経常利益５億29百万円、当期純利益３億15百万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 
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(イ) 流動資産 

当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億９百万円減少し、26億８百万円

となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少２億86百万円、現金及び預金の減少１億

51百万円によるものであります。 

(ロ) 固定資産 

当連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末に比べ12百万円増加し、５億23百万円とな

りました。主な要因は、無形固定資産の増加12百万円によるものであります。 

(ハ) 流動負債 

当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億98百万円減少し、14億８百万円

となりました。主な要因は、短期借入金の減少４億円、デリバティブ債務の減少30百万円、その

他の減少29百万円、未払法人税等の減少19百万円、１年内償還予定の社債の増加２億円によるも

のであります。 

(ニ) 固定負債 

当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億67百万円減少し、４億79百万円

となりました。主な要因は、社債の減少２億80百万円によるものであります。 

(ホ) 純資産 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億69百万円増加し、12億44百万円と

なりました。主な要因は、利益剰余金の増加１億80百万円によるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は３億82百万円（前連結会計年度に使用した

資金は４億27百万円）となりました。 

主な要因は、税金等調整前当期純利益３億８百万円、売上債権の減少額２億83百万円による資

金の増加、たな卸資産の増加額１億95百万円による資金の減少によるものであります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、当連結会計年度に使用した資金は23百万円（前連結会計年度に得られた資金

は６億85百万円）となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出26百万円、無形固定資産の取得による支出38百万

円、保険積立金の解約による収入48百万円によるものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、当連結会計年度に使用した資金は４億87百万円(前連結会計年度に使用した

資金は１億94百万円）となりました。 

主な要因は、短期借入金の返済による減少４億円、社債の償還による支出80百万円によるもの

であります。 
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参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成20年８月期 平成21年８月期 平成22年８月期 

自己資本比率（％） 25.6 30.5 39.7 

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（年） － － 1.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  － － 18.7 

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）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。 

（注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。時価ベースの自己資

本比率は、時価がないため記載しておりません。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。平成20年８月期及び平成21年

８月期につきましては、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシ

オは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

（注４）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。 

 

(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、恒常的な業績向上と

業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施することを基本方針としております。 

株主に対する配当金につきましては、将来の事業拡大や収益向上を図るための資金需要ならび

に財務の健全性を考慮した上で経営基盤を強化し、配当性向の向上を図る方針です。内部留保な

らびにフリー・キャッシュフローにつきましては、グループ企業の事業基盤強化及び新製品の研

究開発・増産体制構築等の投融資等に有効活用し、継続的かつ安定的な成長に努めてまいります。 

剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本的な方針としております。 

また当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項につきましては、法令

に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる」旨を定款に定めて

おり、また、「中間配当の基準日は毎年２月末日とする」旨につきましても定款に定めておりま

す。 

なお、当期（平成22年８月期）の剰余金の配当につきましては、上記の方針ならびに連結業績

に鑑み、１株当たり16円としております。 

また、次期（平成23年８月期）の剰余金の配当につきましては、上記の方針ならびに連結業績

に鑑み、１株当たり20円とさせていただく予定です。 

 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下

に記載するとおりですが、これらのリスクの存在を認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響

を極力回避するための努力を継続してまいります。 

 

① 顧客企業業績の変動について 
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当社グループは、企業向けのセールスプロモーション用の雑貨製品を販売しております。従

って、顧客企業がその属する市場や景気動向により、広告宣伝や販売促進費用等のセールスプ

ロモーション費用の削減や投入時期の延期を行った場合には、当社グループの業績に影響を受

けます。また、卸売業者や小売業者向けに雑貨製品の販売も行っており、これら企業の業績動

向の他、景気悪化による消費マインドの冷え込み等による一般消費者の購入減少により、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 消費者の嗜好の変化について 

当社グループは、「一般雑貨製品」「エコ雑貨製品」「ヘルスケア雑貨製品」という製品分

類の中で様々な雑貨製品を幅広く取り扱っております。当社グループは消費者の動向やトレン

ドを予測して嗜好の変化に柔軟に対応しながら雑貨製品の「モノづくり」を行っており、当社

グループは今後とも継続して魅力ある製品を市場に提供できるものと考えておりますが、市場

からの支持を得られない場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ ファブレス形態での製造について 

当社グループは、製品製造にあたりファブレスの形態をとっております。従って、生産委託

先の倒産等により納期遅れや再生産等が必要となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。また、当社グループは、海外への製造委託も行っており、その委託先の大半は

中国となっております。生産委託国の人件費の高騰、政治的・社会的な混乱、自然災害、テロ、

紛争、疾病、通貨切上げ等の要因で生産、仕入に問題が生じた場合には、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 為替の急激な変動について 

当社グループは、上記③に記載のように中国をはじめとする輸入取引が多く、これらの諸外

国からの輸入取引は主として米ドル建で行っているため、為替の変動により仕入原価に影響を

及ぼす可能性があります。 

当社グループは、為替変動による仕入原価への影響を軽減するために、過年度に通貨オプシ

ョン契約を４契約締結しております。これらの通貨オプション契約による評価損益及び為替差

損益は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、為替レートが前期末の

為替レートより円高となったため、当該通貨オプション契約による評価損について平成21年８

月期には169,583千円を計上いたしました。また、当該通貨オプション契約の契約レートより

円高となったことを主な要因とした為替差損として、平成21年８月期には54,894千円、平成22

年８月期には92,310千円を計上いたしました。当該通貨オプション契約のうち３契約は平成23

年５月に終了し、残りの１契約は平成24年８月に終了することとなっておりますが、現状より

大幅に円高が進行した場合は、当該通貨オプション契約により発生する損失が当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

今後、当社グループは、長期の通貨オプション等、ヘッジ会計の対象とならない為替のオペ

レーションを新たに行わない方針としております。 

 

⑤ 重大な不良品の発生について 

当社グループの提供する製品、サービスにおきまして、不良品が発生することがあります。

不良品が発生した場合、値引きや製品の再生産、再検品、回収等の負担がかかる可能性があり
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ます。 

当社グループは、不良品の発生防止のため、品質管理、生産管理等には十分注意しておりま

すが、受注金額の大きな案件で不良品が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑥ 製造物責任法（ＰＬ法）について 

当社グループは、製品の企画から、製造、販売までを行っており、特に製造過程においては

検品・検針等により欠陥製品の発生を未然に防ぐ対策をとっております。また、当社グループ

は万一欠陥製品が発生してしまった場合に備え、製造物責任保険を付保しておりますが、製品

の欠陥が理由で事故が生じた場合には、製造物責任法（ＰＬ法）により損害賠償問題が発生し

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 第三者の知的財産権（著作権・特許権・実用新案権・意匠権・商標権）の侵害について 

当社グループが提供する製品、サービスにおきましては、提案する企画内容によっては第三

者の知的財産権を侵害する（または不正競争行為に該当する）可能性があるため、企画を提案

する際に一般的な汎用品を除き、知的財産権の有無を確認する必要があります。 

基本的には、弁理士を通じて知的財産権の有無の確認を行っておりますが、製品、サービス

の提供後、予想外の係争が発生した場合には、これらの係争が当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

⑧ 不当景品類及び不当表示防止法について 

当社グループの取扱う雑貨製品の一部におきましては、不当景品類及び不当表示防止法によ

って様々な制約を受けるものもあります。当社グループでは社内管理体制を整備し、表示をす

るにあたり製品別に外部検査機関による品質検査を行っており、不当景品類及び不当表示防止

法に抵触することのないように努めておりますが、抵触する事態が発生した場合には当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨ 食品衛生法について 

当社グループが販売する取扱製品の中には食品及びそれに関連する製品もあります。当社グ

ループは仕入先に対し食品衛生法に抵触しないように各種の衛生管理体制に対する取り組みに

ついて確認を行うとともに、品質に対する安全性の向上や法令遵守に努めておりますが、販売

した食品類に食品衛生法に抵触する事態が発生した場合には当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

⑩ 個人情報管理について 

当社グループが有している個人情報につきましては、細心の注意を払い外部漏洩の防止に努

めております。具体的には、社内では個人情報管理規則、情報システム管理規則等に則して、

情報管理に関する社員への意識付けを行うと共に、データを取り扱う外部委託先に対して秘密

保持の契約を取り交わしております。 

しかし、万一、外部からの不正手段によるコンピュータ内への侵入や、会社関係者の錯誤等

により、機密情報や個人情報が漏洩し、当社の信用の低下を招いた場合、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、純粋持株会社（当社）及び連結子会社５社により構成され、一般雑貨製品・エコ

雑貨製品・ヘルスケア雑貨製品の企画・デザインから製造・品質管理・販売まで一貫した事業展開を

行っております。当社グループは、顧客や市場の求めるカスタムメイド雑貨製品を主にエンドユーザ

ーとなる企業向けに直接販売しており、また自社オリジナル雑貨製品を卸売業者向けに販売しており

ます。 

当社グループは、迅速に市場に製品を投入するために、ファブレス形態をとっております。また、

店舗展開を図らず卸売業者やエンドユーザーに対する販売形態をとっております。これにより製品開

発に経営資源を集中し、常に生産する製品に 適な工場を利用し、市場ニーズの変化に対応すること

ができます。またファブレスにより、常に経営の機動性が保たれ、海外生産におけるカントリーリス

クのヘッジにもつながっております。 また、当社グループは純粋持株会社制度を採用し、グループの

経営管理を主体とした当社を筆頭にその傘下に機能別に５つの事業会社を形成しております。各事業

会社は、企画・開発、設計・デザイン、製造（委託）・製造管理、アッセンブリー・印刷・加工等の

区分により機能別に分社化することで、各事業会社間のシナジー効果、事業の有効性と効率性を高め、

雑貨を中心としたファブレスメーカーとして顧客へのトータルサービスを提供しております。事業会

社別、主要製品の物流別のグループ各事業会社の役割は以下のとおりであります。 

 

[グループ各事業会社の役割] 

会社名 グループ内機能 グループ内役割 

当社  純粋持株会社機能  事業子会社の経営管理業務  

㈱トランス  企画・受注・製造（外注）・

販売機能  

個々の顧客の要望によるオーダーメイ

ドの受注生産製品を主にエンドユーザ

ーへ直接販売を行うファブレスメーカ

ー 

㈱トレードワークス  企画・受注・製造（外注）・

販売機能  

自社で企画する見込生産製品を主に卸

売業者へ販売を行うファブレスメーカ

ー 

㈱クラフトワーク  印刷・加工・梱包・検品（国

内）・商品管理機能  

国内の製品の印刷・加工・検品・アッ

センブリー、物流手配業務  

㈱Ｔ３デザイン  設計・デザイン機能  グループ内外のグラフィック、プロダ

クツ、Ｗｅｂデザイン及び製品開発  

Trade Works Asia Ltd  生産管理機能  中国圏における生産管理・品質管理・

輸出入・物流管理業務  

(注) 各事業会社はすべて連結子会社であります。 
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【事業系統図】 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは下記の企業理念および行動指針をもとに、事業展開を行っております。 

 

ａ．企業理念 

① モノづくりを通し地球環境に配慮した製品を提供することにより社会貢献を行う。 

② 「デザイン」「品質」「価格」に魅力ある製品を提供し豊かな生活文化に貢献する。 

③ 国際感覚を持ち既成概念にとらわれること無く新たな創造を続ける。 

ｂ．行動指針 

① 法令遵守はもとより社会から尊敬される会社でありつづける。 

② 自由闊達な社風を維持し、共生と調和のとれた会社でありつづける。 

③ 企業活動を通し、お客様、社員、株主、さらに広く社会の幸福を実現する。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループの扱っている製品は雑貨であり、その業態上、急激な成長・発展を志向するという

よりは、安定的かつ継続的事業成長を実現したいと考えております。そのためには持続的な売上の

積み上げが も重要な要素であると考えており、売上高成長率毎期10％以上を経営目標としており

ます。また、会社のすべての活動の結果として得られ、株主の皆様への配当原資や資本の増加にど

の程度結びついたかを示す経営指標として、売上高当期純利益率５％以上を目標としております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

今後の見通しにつきましては、世界経済はアジア諸国の経済発展を原動力に緩やかな回復を続け

ている一方、米国や欧州諸国の経済危機懸念の影響を受け、円高の進行とともに景気は低迷した状

況で推移するものと思われます。雇用・所得環境の悪化等により消費動向は厳しく、事業環境も厳

しい状況が続くものと推測されます。 

当社グループの関連市場におきましても、景気後退に伴う消費者の節約志向は更に高まるものと

推測され、また、消費者の望む価値基準は高まりつつあります。また昨今、地球温暖化現象が顕著

に現れ、環境保護の考え方が人々に浸透し、環境配慮型雑貨製品（エコ雑貨製品）が成長マーケッ

トとして出現してまいりました。個人消費の回復力が鈍化している中、雑貨製品の中でもこの「エ

コ雑貨製品」が個人消費回復を牽引する可能性があります。このような状況を踏まえ、下記の戦略

を実行してまいります。 

 

① グループ経営の強みを活かした事業展開 

低価格・大量ロット・短納期が求められる企業向け雑貨市場においてデザイン・企画・委

託製造・印刷加工・販売までグループ内でトータルに行える生産体制を 大限に活かし、競

争力のある価格、納期を実現してまいります。 

② ファブレスメーカーである強みを活用した事業展開 

当社グループは、工場を持たず、店舗を持たない、雑貨製品のファブレスメーカーであり

ます。膨大な固定費がかからず景気の変動に左右されにくいビジネスモデルであり、このモ
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デルを 大限に活用し、製品の企画・開発に注力することで他社との製品差別化を図ってま

いります。 

③ 成長市場であるエコ雑貨製品・ヘルスケア雑貨製品の開発強化と売上拡大 

市場動向分析により伸長が期待できるエコ雑貨製品・ヘルスケア雑貨製品の企画営業に軸

足を置きます。チャレンジ25キャンペーン参加法人・団体に代表される環境意識の高い企

業・団体、現在も取引実績があるコンビニエンスストア・ドラッグストア・その他量販店業

種を中心に営業活動を行い、売上拡大を図ってまいります。 

④ 既存顧客の掘り起こし・新規顧客の開拓による営業アプローチの強化 

過去の取引実績からこれまで取扱った製品をデータベースでまとめ、企画営業につなげる

当社グループの強みを活かし、新規開拓や既存顧客の深耕を行ってまいります。 

⑤ 自社ブランド雑貨製品の事業拡大 

自社グループ内にデザイン会社をもっており、デザイン性のある製品を販売することによ

り、顧客との継続的な取引が行える当社グループの強みを活かし、製品力を武器とした自社

ブランド雑貨製品の営業アプローチを行ってまいります。 

 

上記戦略実行により、企業理念である「モノづくりを通し地球環境に配慮した製品を提供するこ

とにより社会貢献を行う」を実践し、企業価値の向上に努めてまいります。 

 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

① 知名度の向上 

当社グループは、これまで主力取扱製品が企業向け雑貨製品であり、いわば顧客企業の黒子の

役割を担ってまいりました。そのため、当社グループ独自のブランドイメージは薄く、世間一般

の知名度は低いものと思われます。今後は、一層の事業形態・領域の変化・拡大を視野に、独自

ブランドの育成を足掛かりに、当社グループの知名度向上を図ってまいりたいと考えております。

また、商圏が主に東京・大阪圏に限定されており全国をカバーするため「販促STYLE」や楽天市

場等、インターネットを利用した効率的なビジネス展開を強化する必要があります。さらには環

境問題に取り組んだ身近な製品を取り扱うことにより、自社ブランドの雑貨製品が直接消費者の

手に届く事業を拡大し、エコ雑貨製品のファブレスメーカーとしての企業イメージの浸透を図っ

てまいります。 

 

② 製品生産地の選定 

当社グループは、取扱製品の特性上、新興国及び途上国で生産委託しており、これらの諸国に

は生産リスクが高い地域も存在します。また、これらの諸国での生産については、その地域の特

色を把握した上で適切な製品生産地を選定し、製造計画を立てるなどの対応を図っております。 

これまで当社グループでは、中国を海外における主力生産国としておりましたが、中国の人件

費上昇を見込み、ベトナムをはじめとする生産コストの安価なＡＳＥＡＮ諸国への生産地移行を

試行しております。現地の安価な工場と協力しながらの生産コントロールは手間と労力がかかり

ますが、当社グループの特徴である「ファブレス」を 大限に活かすため、中国で培った経験を

大限生かし、良質で安価な製品の生産を図ってまいります。 
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③ 海外販売市場の開拓 

当社グループが置かれている事業環境は、国内デフレ経済と企業の経費削減が進む環境下にあ

り決して楽観できるものではありません。このため、これまで当社グループは中国を海外におけ

る主力生産国としてまいりましたが、中国経済の発展が著しい状況下においては、これまでのよ

うに生産国として中国を捉えるのではなく消費国として捉え、当社グループが生産において築い

た中国内におけるネットワークを活用し、中国をはじめとする海外販売市場の開拓を検討してま

いります。 

 

④ 個人情報保護 

当社グループは、従来は営業活動の対象は企業顧客が主体であり、個人情報を取り扱う機会は

多くはありませんでしたが、今後はインターネット販売の増加等、業容の変化により、個人情報

を取り扱うことが増加することも想定され、同時に、漏洩リスクも拡大してまいります。そのた

め、個人情報に対する取り組みとして、当社及び主要な子会社となる２社におきましてはプライ

バシーマーク（Ｐマーク）を取得し、個人情報の漏洩防止の徹底を図っておりますが、この体制

の継続的整備・維持が課題となります。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年８月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金 ※１ 456,405 ※１ 304,961 

    受取手形及び売掛金   1,213,910   927,281 

    製品   712,250   906,870 

    貯蔵品   35,262   29,152 

    繰延税金資産   88,730   58,579 

    未収入金   98,483   19,153 

    預け金 ※１ 290,803 ※１ 190,719 

    その他   127,764   176,255 

    貸倒引当金   △5,973   △4,441 

    流動資産合計   3,017,637   2,608,532 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物   40,749   41,589 

       減価償却累計額   △10,777   △15,853 

       建物及び構築物（純額）   29,972   25,735 

      機械装置及び運搬具   45,362   44,351 

       減価償却累計額   △26,210   △28,630 

       機械装置及び運搬具（純額）   19,151   15,720 

      土地   19,297   19,297 

      建設仮勘定   －   2,749 

      その他   91,127   109,718 

       減価償却累計額   △60,846   △79,756 

       その他（純額）   30,281   29,961 

      有形固定資産合計   98,703   93,465 

    無形固定資産   42,205   54,397 

    投資その他の資産         

      繰延税金資産   52,840   51,300 

      敷金及び保証金   279,904   282,727 

      その他   42,618   50,145 

      貸倒引当金   △5,054   △8,449 

      投資その他の資産合計   370,308   375,724 

    固定資産合計   511,217   523,586 

  資産合計   3,528,855   3,132,118 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年８月31日) 

負債の部         

  流動負債         

    買掛金   497,154   482,793 

    短期借入金   600,000   200,000 

    1年内償還予定の社債   80,000   280,000 

    未払法人税等   57,079   37,504 

    賞与引当金   50,225   45,115 

    デリバティブ債務   205,170   175,118 

    その他   216,885   187,741 

    流動負債合計   1,706,514   1,408,272 

  固定負債         

    社債   540,000   260,000 

    長期未払金   111,949   103,672 

    退職給付引当金   95,491   115,938 

    固定負債合計   747,441   479,610 

  負債合計   2,453,956   1,887,883 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   117,126   117,126 

    資本剰余金   343,338   343,338 

    利益剰余金   620,922   801,575 

    株主資本合計   1,081,386   1,262,039 

  評価・換算差額等         

    為替換算調整勘定   △6,487   △17,803 

    評価・換算差額等合計   △6,487   △17,803 

  純資産合計   1,074,898   1,244,235 

負債純資産合計   3,528,855   3,132,118 
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(2) 連結損益計算書 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高   7,068,589   7,480,421 

売上原価 ※１ 4,550,240 ※１ 4,743,488 

売上総利益   2,518,348   2,736,933 

販売費及び一般管理費 ※２ ※３ 2,266,170 ※２ ※３ 2,345,076 

営業利益   252,178   391,857 

営業外収益         

  受取利息   400   231 

  受取保険金   22,502   － 

  匿名組合投資利益   －   8,277 

  デリバティブ評価益   －   30,051 

  その他   11,337   4,007 

  営業外収益合計   34,241   42,568 

営業外費用         

  支払利息   14,879   19,812 

  社債発行費   3,900   － 

  コミットメントフィー   16,139   6,589 

  匿名組合投資損失   836   － 

  為替差損   54,894   92,310 

  デリバティブ評価損   169,583   － 

  その他   2,505   7,469 

  営業外費用合計   262,739   126,181 

経常利益   23,679   308,244 

特別利益         

  固定資産売却益   － ※４ 787 

  保険解約返戻金   222,813   － 

  特別利益合計   222,813   787 

特別損失         

  投資有価証券売却損   40,274   － 

  クレーム対応費   30,888   － 

  過年度超過勤務手当   12,832   － 

  固定資産除却損 ※５ 454 ※５ 79 

  本社移転費用   24,800   － 

  特別損失合計   109,250   79 

税金等調整前当期純利益   137,242   308,953 

法人税、住民税及び事業税   112,115   88,834 

法人税等調整額   △42,760   31,691 

法人税等合計   69,354   120,526 

当期純利益   67,887   188,427 
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(3) 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20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本         

  資本金         

    前期末残高   95,000   117,126 

    当期変動額         

      新株の発行   22,126   － 

      当期変動額合計   22,126   － 

    当期末残高   117,126   117,126 

  資本剰余金         

    前期末残高   321,511   343,338 

    当期変動額         

      新株の発行   21,827   － 

      当期変動額合計   21,827   － 

    当期末残高   343,338   343,338 

  利益剰余金         

    前期末残高   553,034   620,922 

    当期変動額         

      剰余金の配当   －   △7,774 

      当期純利益   67,887   188,427 

      当期変動額合計   67,887   180,652 

    当期末残高   620,922   801,575 

  株主資本合計         

    前期末残高   969,545   1,081,386 

    当期変動額         

      新株の発行   43,953   － 

      剰余金の配当   －   △7,774 

      当期純利益   67,887   188,427 

      当期変動額合計   111,840   180,652 

    当期末残高   1,081,386   1,262,039 

評価・換算差額等         

  その他有価証券評価差額金         

    前期末残高   △17,845   － 

    当期変動額         

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   17,845   － 

      当期変動額合計   17,845   － 

    当期末残高   －   － 

  為替換算調整勘定         

    前期末残高   △2,317   △6,487 

    当期変動額         

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   △4,170   △11,316 

      当期変動額合計   △4,170   △11,316 

    当期末残高   △6,487   △17,803 

  評価・換算差額等合計         

    前期末残高   △20,162   △6,487 

    当期変動額         

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   13,674   △11,316 

      当期変動額合計   13,674   △11,316 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

    当期末残高   △6,487   △17,803 

純資産合計         

  前期末残高   949,383   1,074,898 

  当期変動額         

    新株の発行   43,953   － 

    剰余金の配当   －   △7,774 

    当期純利益   67,887   188,427 

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   13,674   △11,316 

    当期変動額合計   125,515   169,336 

  当期末残高   1,074,898   1,244,235 
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(4) 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20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31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   137,242   308,953 

  減価償却費   51,217   58,649 

  社債発行費   3,900   － 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   9,175   1,862 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   △30,404   △5,110 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   17,423   20,446 

  デリバティブ評価損益（△は益）   169,583   △30,051 

  受取利息及び受取配当金   △400   △231 

  支払利息   14,879   19,812 

  固定資産除却損   454   79 

  固定資産売却損益（△は益）   －   △787 

  投資有価証券売却損益（△は益）   40,274   － 

  受取保険金   △22,502   － 

  保険解約損益（△は益）   △222,813   － 

  売上債権の増減額（△は増加）   △199,577   283,234 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △17,904   △195,072 

  仕入債務の増減額（△は減少）   △192,935   △11,182 

  その他   △135,249   19,079 

  小計   △377,636   469,682 

  利息及び配当金の受取額   400   211 

  利息の支払額   △13,090   △20,379 

  法人税等の還付額   102,275   54,946 

  法人税等の支払額   △139,884   △122,359 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △427,935   382,101 

投資活動によるキャッシュ・フロー         

  有形固定資産の取得による支出   △23,323   △26,598 

  無形固定資産の取得による支出   △20,312   △38,375 

  投資有価証券の売却及び償還による収入   158,346   － 

  貸付金の回収による収入   156   － 

  敷金及び保証金の差入による支出   △19,647   △4,358 

  敷金及び保証金の回収による収入   161,937   1,189 

  保険積立金の積立による支出   △43,757   － 

  保険積立金の解約による収入   472,164   48,311 

  その他   －   △3,921 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   685,562   △23,752 

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）   △195,000   △400,000 

  社債の発行による収入   196,100   － 

  社債の償還による支出   △240,000   △80,000 

  株式の発行による収入   43,953   － 

  配当金の支払額   －   △7,774 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △194,947   △487,774 

現金及び現金同等物に係る換算差額   △2,476   △22,039 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   60,202   △151,464 

現金及び現金同等物の期首残高   365,997   426,200 
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  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 426,200 ※１ 274,735 
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

  前連結会計年度（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。 

 

  当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

   該当事項はありません。 

 

(6) 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20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数   ５社 

連結子会社の名称  

㈱トランス 

㈱トレードワークス 

㈱クラフトワーク 

㈱Ｔ３デザイン 

Trade Works Asia Ltd 

 同左 

 

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 

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

 同左 

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 デリバティブ取引により生ずる債

権及び債務 

  時価法 

② たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸

資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下

による薄価切下げの方法）によって

おります。 

 ａ 製品 

   移動平均法 

 ｂ 貯蔵品 

   移動平均法 

(会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「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。 

これに伴う損益に与える影響はありま

せん。 

 

 

① デリバティブ取引により生ずる債

権及び債務 

 同左 

② たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸

資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下

による薄価切下げの方法）によって

おります。 

 ａ 製品 

   移動平均法 

 ｂ 貯蔵品 

   移動平均法 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

 (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。 

    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   12～18年 

   機械装置及び運搬具 ２～10年 

② 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについ

ては社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

① 有形固定資産 

   定率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   10～18年 

   機械装置及び運搬具 ２～10年 

② 無形固定資産 

  同左 

 

 

 

 (3)重要な引当金の計上基準 

 

① 貸倒引当金 

  売上債権等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 

  従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に帰属

する額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

 

② 賞与引当金 

  同左 

 

 

  ③ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当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計上しており

ます。 

  数理計算上の差異については、各

連結会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による按分額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度より費用処理

しております。 

 

 

 

 

③ 退職給付引当金 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度から「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。 

 なお、これによる当連結会計年度の

損益に与える影響はありません。 

 (4)連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めており

ます。 

  同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

 (5)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

② レバレッジドリースの会計処理 

  当社及び連結子会社（㈱トレード

ワークス）は、航空機の購入及びレ

バレッジドリースを目的とした匿名

組合への参加契約を締結しておりま

す。 

  当社及び連結子会社の出資に係る

匿名組合の持分を適正に評価するた

め、当社及び連結子会社の負担すべ

き投資損益を出資金から直接控除

し、出資金額を超える投資損失累計

額が生じた場合は、固定負債の長期

未払金として計上しております。 

① 消費税等の会計処理 

  同左 

 

② レバレッジドリースの会計処理 

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方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 

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、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資でありま

す。 

  同左 
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(7) 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 

会計方針の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い) 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応

報告第18号 平成18年５月17日)を適用しております。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

                       

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

(連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「製品」「貯

蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「たな卸資産」に含まれる「製品」「貯蔵品」

は、それぞれ711,685千円、29,171千円であります。 

 「デリバティブ債務」は、前連結会計年度まで、流

動負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度において、負債及び純資産の合計額の

100分の５を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「デリバティブ債務」は

35,586千円であります。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました

「保険積立金の積立による支出」（当連結会計年度

4,157千円）は投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しております。 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

（研究開発費の会計処理） 

 研究開発費については、従来、販売費及び一般管理

費の「給与及び手当」等に含めて処理しておりました

が、当連結会計年度の第３四半期連結会計期間より研

究開発費取扱要領を整備するとともに、製品研究開発

部門の組織改定を行い、研究開発費の発生金額を一元

管理できるようになったため、当連結会計年度より

「研究開発費」として処理しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

前連結会計年度 

(平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年８月31日) 

※１ 担保資産 

   デリバティブ取引等に伴い担保に供しているも
のは、次のとおりであります。 

現金及び預金 30,204千円 

預け金 290,663千円 

 

※１ 担保資産 

   デリバティブ取引等に伴い担保に供しているも
のは、次のとおりであります。 

現金及び預金 30,226千円 

預け金 190,663千円 

 

                      

 

 

 ２ 手形割引高 

受取手形割引高 65,984千円 
 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結してお
ります。 

  当連結会計年度末における貸出コミットメント
に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 

 

 貸出コミットメントの総額   1,000,000千円 

 借入実行残高          600,000千円 

 差引額             400,000千円 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しており
ます。 

  当連結会計年度末における貸出コミットメントに
係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 

 

 貸出コミットメントの総額   1,500,000千円 

 借入実行残高          200,000千円 

 差引額            1,300,000千円 
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（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の
低下による簿価切下額 

売上原価 13,149千円  

  
 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の
低下による簿価切下額 

売上原価 3,033千円  

  
 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

貸倒引当金繰入額 8,115千円 

給与及び手当 856,308千円 

地代家賃 260,994千円 

賞与引当金繰入額 41,557千円 

退職給付費用 22,260千円 

  

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

貸倒引当金繰入額 2,587千円 

給与及び手当 937,305千円 

地代家賃 259,428千円 

賞与引当金繰入額 39,035千円 

退職給付費用 24,326千円 

  

※３ 研究開発費 
   一般管理費に含まれる研究開発費 

  20,626千円  
 

※３ 研究開発費 
   一般管理費に含まれる研究開発費 

 27,003千円 
 

―――――――― ※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま
す。 

機械装置及び運搬具 787千円 
 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。 

機械装置及び運搬具 381千円 

その他（工具、器具及び備品） 72千円 

  計 454千円 
 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。 

その他（工具、器具及び備品） 79千円 
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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20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

１.発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

  普通株式 618 5,861 － 6,479 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加       5,562株 

 新株の発行による増加       299株 

 

２.自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３.新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４.配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(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 配当の原資 
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21年11月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 7,774 1,200 平成21年８月31日 平成21年11月30日 

   

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

１.発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

  普通株式 6,479 1,289,321 － 1,295,800 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加    1,289,321株 

 

２.自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３.新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４.配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
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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21年11月27日 
定時株主総会 

普通株式 7,774 1,200 平成21年８月31日 平成21年11月30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 配当の原資 
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22年11月12日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 20,732 16 平成22年８月31日 平成22年11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20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

※１ 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 

 

※１ 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 

 

現金及び預金 456,405千円 

預け入れ期間が３か月超の定期預金 △30,204千円 

現金及び現金同等物 426,200千円 

  

現金及び預金 304,961千円 

預け入れ期間が３か月超の定期預金 △30,226千円 

現金及び現金同等物 274,735千円 
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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20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

  当社及び連結子会社の事業は、雑貨事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従

いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 当社及び連結子会社の事業は、雑貨事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従
いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 
日本 

(千円) 

アジア 

(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 

7,476,493 3,928 7,480,421 － 7,480,421 

  (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

44,715 1,600,888 1,645,604 (1,645,604) － 

計 7,521,209 1,604,816 9,126,026 (1,645,604) 7,480,421 

  営業費用 7,175,739 1,543,235 8,718,974 (1,630,410) 7,088,564 

  営業利益 345,470 61,581 407,051 (15,194) 391,857 

Ⅱ 資産 3,110,758 187,054 3,297,813 (165,694) 3,132,118 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア…香港 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 当社及び連結子会社の海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しており

ます。 

 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 当社及び連結子会社の海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しており

ます。 
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（デリバティブ取引関係） 

  前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 

１.取引の状況に関する事項 

 
(1) 取引の内容及び利用目的等 

 当社グループは、通常の営業過程における外貨建仕入取引の為替変動によるリスクを軽減する目的

で、通貨オプション取引を利用しております。 

 
(2) 取引に対する取組方針 

 当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、外貨

建仕入実績等を踏まえ、必要な範囲内でデリバティブ取引を取り組むこととしております。従って、

投機的な取引は行わない方針でおります。 

 
(3) 取引に係るリスクの内容 

 当社グループが利用している通貨オプション取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。

なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約不履

行によるリスクはほとんどないと判断しております。 

 
(4) 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の実行及び管理は、財務部が行っております。なお、取引の状況・時価等は、月

ごとに社長、財務担当役員、監査役に報告されており、また、月ごとの定時取締役会にデリバティブ

取引も含んだ財務報告がなされております。 

 

２.取引の時価等に関する事項 

(単位:千円) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等のうち
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引以
外の取引 

通貨オプション取引         

  売建         

    プット 米ドル 1,871,928 956,016 △215,141 △108,161 

  買建         

    コール 米ドル 732,105 365,013 9,971 △61,421 

合計 2,604,033 1,321,029 △205,170 △169,583 

 (注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

    ２ 時価の算定方法 

  取引先金融機関から提示された価格によっております。 

    ３ 通貨オプション料は、ゼロコストオプション取引でありオプション料は発生しておりません。 
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  当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 

１.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

(単位:千円) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等のうち
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引以
外の取引 

通貨オプション取引         

  売建         

    プット 米ドル 956,016 191,700 △175,523 39,617 

  買建         

    コール 米ドル 365,013 63,900 405 △9,565 

合計 1,321,029 255,600 △175,118 30,051 

 (注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

    ２ 時価の算定方法 

  取引先金融機関から提示された価格によっております。 

    ３ 通貨オプション料は、ゼロコストオプション取引でありオプション料は発生しておりません。 

 

２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  該当事項はありません。 
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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。 

 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31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 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成22年２月22日 

付与対象者の区分及び人数 (名) 当社取締役      ４ 
当社監査役      ３ 
当社従業員      31 
当社子会社取締役   ３ 
当社子会社従業員   266 

株式の種類及び付与数 (株) 普通株式     73,600 

付与日 平成22年２月24日 

権利確定条件 ① 新株予約権者の行使期間中の各年（２月23日から翌年２月22日 

 まで）において行使できる新株予約権の数は、取締役会の定める 

 基準に基づくものとする。なお、新株予約権者が、当該行使期間 

 内に行使できる新株予約権の全部又は一部を行使しない場合に 

 は、当該各年の新株予約権の残余について次年度以降に繰り延べ 

 ることができない。 

② 新株予約権者のうち当社及び子会社の取締役、監査役並びに従 

 業員のいずれでもなくなった場合は、権利行使ができない。ただ 

 し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。 

③ 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による新株予約権 

 の相続は認めない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りで 

 はない。 

④ 当社が平成23年11月30日までにいずれかの金融商品取引所に上 

 場していない場合は、権利行使ができない。 

⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株 

 予約権割当契約書」に定めるところによる。 

対象勤務期間 平成22年２月24日～平成24年２月22日 

権利行使期間 平成24年２月23日～平成32年１月31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 

  ① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成22年２月22日 

権利確定前  

 前連結会計年度末 (株) － 

 付与 (株) 73,600 

 失効 (株) 600 

 権利確定 (株) － 

 未確定残 (株) 73,000 

権利確定後  

 前連結会計年度末 (株) － 

 権利確定 (株) － 

 権利行使 (株) － 

 失効 (株) － 

 未行使残 (株) － 

 ② 単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成22年２月22日 

権利行使価格 (円) 750 

行使時平均株価 (円) － 

付与日における公正な評価単価 (円) － 

 

２．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  付与日において未公開企業であるため、単位当たりの本源的価値の見積りにより算定しておりま 

 す。 

  ① １株当たりの評価額    655円 

    株式の評価は、時価純資産法に基づいて算出した価格を基礎として決定しております。 

  ② 新株予約権の行使価格   750円 

    算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額より低いため、単位当たり本源 

   的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  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。 

 

４．ストック・オプションの当連結会計年度末における本源的価値の合計額 

  －千円 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

  

１株当たり純資産額 165,905円08銭 

１株当たり当期純利益金額 10,977円93銭 

 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、潜在株式が存在していないため記載してお
りません。 

 

 当社は、平成21年７月30日付で普通株式１株に対し
普通株式10株の割合で株式分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に
おける前連結会計年度の（１株当たり情報）の各数値
は以下の通りであります。 

１株当たり純資産額 153,621円96銭 

１株当たり当期純利益金額 12,726円25銭 

 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、潜在株式が存在していないため記載してお
りません。 

  

１株当たり純資産額 960円21銭 

１株当たり当期純利益金額 145円41銭 

 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、新株予約権を発行しておりますが、当社株
式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため
記載しておりません。 

 

 当社は、平成21年12月14日付で普通株式１株に対し
普通株式100株の割合で、平成22年２月19日付で普通株
式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行いま
した。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に
おける前連結会計年度末の（１株当たり情報）の各数
値は以下の通りであります。 

１株当たり純資産額 829円53銭 

１株当たり当期純利益金額 54円89銭 

 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、新株予約権を発行しておりますが、当社株
式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため
記載しておりません。 

 
    
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

(平成21年８月31日) 

当連結会計年度末 

(平成22年８月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,074,898 1,244,235 

普通株式に係る純資産額（千円） 1,074,898 1,244,235 

普通株式の発行済株式数（株） 6,479 1,295,800 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株） 

6,479 1,295,800 

 

２ １株当たり当期純利益金額 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 67,887 188,427 

普通株式に係る当期純利益（千円） 67,887 188,427 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式の期中平均株式数（株） 6,184 1,295,800 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 (株式分割及び単元株制度の導入) 

   当社は、平成21年11月11日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の導入を行うこ

とを決議しております。その概要は以下の通りです。 

  １.株式分割の概要 

  (1) 平成21年12月14日をもって、平成21年12月11日 終の株主名簿に記載された所有株式数を１株

に付き100株の割合をもって分割する。 

  (2) 分割により増加する株式数     普通株式 641,421株 

  ２.単元株制度の採用 

  (1) 前記の株式の分割の効力発生日である平成21年12月14日をもって単元株制度を採用し、単元株

式数を100株といたします。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 

(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 

                   1,536円22銭 

１株当たり当期純利益金額 

                    127円26銭 

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、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 

                   1,659円05銭 

１株当たり当期純利益金額 

                    109円78銭 

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、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 当社は平成22年９月２日付けで株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場から上場承認を受け、平成

22年10月12日に上場いたしました。 

 株式上場にあたり、平成22年９月２日及び平成22年９月17日開催の取締役会において、下記のとおり

募集新株式の発行を決議し、平成22年10月11日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は291,951千円、発行済株式総数は1,565,800株となりました。 

(１) 募集方法 一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

(２) 発行する株式の種類及び数 普通株式 270,000株 

(３) 発行価格 １株につき 1,400円 

(４) 引受価額 １株につき 1,295円 

 この価額は、当社が引受人より１株あたりの新株式払込金として受け取った金額であります。 

 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

(５) 払込金額 １株につき 1,105円 

 この金額は会社法上の払込金額であり、平成22年９月17日開催の取締役会において決定された金額で

あります。 
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(６) 資本組入額 １株につき 647円50銭 

(７) 発行価額の総額 298,350千円 

(８) 資本組入額の総額 174,825千円 

(９) 払込金額の総額 349,650千円 

(10) 払込期日 平成22年10月11日 

(11) 資金の使途 設備資金、開発費及び仕入資金     

 

 

 

（開示の省略） 

 関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付に関する注記事項については、決

算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。リース取引、企

業結合等、賃貸等不動産については、該当事項がないため記載しておりません。 
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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21年８月31日) 

当事業年度 

(平成22年８月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金  82,650  107,927 

    売掛金  59,680  42,866 

    貯蔵品   －   272 

    前払費用   27,879   29,554 

    繰延税金資産   3,657   3,210 

    関係会社短期貸付金   876,982   610,000 

    未収還付法人税等   8,627   9,183 

    未収入金  66,988  16,406 

    預け金  86,613  36,613 

    その他   0   0 

    流動資産合計   1,213,081   856,034 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物   20,200   21,039 

       減価償却累計額   △3,917   △6,650 

       建物（純額）   16,282   14,389 

      車両運搬具   21,434   17,201 

       減価償却累計額   △13,032   △12,868 

       車両運搬具（純額）   8,402   4,332 

      工具、器具及び備品   44,784   51,888 

       減価償却累計額   △27,119   △35,752 

       工具、器具及び備品（純額）   17,665   16,135 

      建設仮勘定   －   2,420 

      有形固定資産合計   42,350   37,277 

    無形固定資産         

      ソフトウエア   36,034   38,319 

      その他   1,138   1,138 

      無形固定資産合計   37,172   39,458 

    投資その他の資産         

      関係会社株式   728,153   728,153 

      長期前払費用   37,462   41,619 

      繰延税金資産   3,300   4,200 

      敷金及び保証金   248,425   248,245 

      その他   2,301   2,280 

      投資その他の資産合計   1,019,642   1,024,499 

    固定資産合計   1,099,164   1,101,235 

  資産合計   2,312,246   1,957,269 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年８月31日) 

当事業年度 

(平成22年８月31日) 

負債の部         

  流動負債         

    短期借入金   600,000   200,000 

    1年内償還予定の社債   40,000   240,000 

    未払金   50,123   28,547 

    未払費用   9,458   11,211 

    未払法人税等   5,535   4,797 

    未払消費税等   5,049   5,352 

    預り金   5,351   6,446 

    賞与引当金   5,597   5,016 

    デリバティブ債務   28,930   23,854 

    流動負債合計   750,045   525,224 

  固定負債         

    社債   460,000   220,000 

    長期未払金   81,855   76,726 

    退職給付引当金   8,111   10,323 

    固定負債合計   549,967   307,050 

  負債合計   1,300,013   832,275 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   117,126   117,126 

    資本剰余金         

      資本準備金   343,338   27,338 

      その他資本剰余金   －   316,000 

      資本剰余金合計   343,338   343,338 

    利益剰余金         

      利益準備金   2,500   2,500 

      その他利益剰余金         

        別途積立金   150,000   150,000 

        繰越利益剰余金   399,269   512,030 

      利益剰余金合計   551,769   664,530 

    株主資本合計   1,012,233   1,124,994 

  純資産合計   1,012,233   1,124,994 

負債純資産合計   2,312,246   1,957,269 
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(2) 損益計算書 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

営業収益  577,139  640,160 

営業費用  477,159  513,070 

営業利益  99,979  127,090 

営業外収益       

  受取利息  11,836  16,412 

  匿名組合投資利益   198   5,128 

  受取保険金   10,274   － 

  デリバティブ評価益   －   5,076 

  その他   3,475   836 

  営業外収益合計   25,785   27,454 

営業外費用         

  支払利息   9,281   5,640 

  社債利息   3,031   3,302 

  社債発行費   3,900   － 

  コミットメントフィー   16,139   6,589 

  為替差損   924   1,056 

  デリバティブ評価損   27,981   － 

  上場関連費用   －   3,216 

  その他   1,088   1,643 

  営業外費用合計   62,348   21,449 

経常利益   63,416   133,095 

特別利益         

  固定資産売却益   －  735 

  保険解約返戻金   63,846  － 

  特別利益合計   63,846   735 

特別損失         

  投資有価証券売却損   28,711   － 

  過年度超過勤務手当   5,067   － 

  固定資産除却損  72  43 

  本社移転費用  2,225  － 

  特別損失合計   36,075   43 

税引前当期純利益   91,188   133,786 

法人税、住民税及び事業税   18,453   13,703 

法人税等調整額   △1,515   △452 

法人税等合計   16,937   13,251 

当期純利益   74,250   120,535 
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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20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本         

  資本金         

    前期末残高   95,000   117,126 

    当期変動額         

      新株の発行   22,126   － 

      当期変動額合計   22,126   － 

    当期末残高   117,126   117,126 

  資本剰余金         

    資本準備金         

      前期末残高   321,511   343,338 

      当期変動額         

        新株の発行   21,827   － 

        資本準備金の取崩   －   △316,000 

        当期変動額合計   21,827   △316,000 

      当期末残高   343,338   27,338 

    その他資本剰余金         

      前期末残高   －   － 

      当期変動額         

        準備金から剰余金への振替   －   316,000 

        当期変動額合計   －   316,000 

      当期末残高   －   316,000 

    資本剰余金合計         

      前期末残高   321,511   343,338 

      当期変動額         

        新株の発行   21,827   － 

        準備金から剰余金への振替   －   316,000 

        資本準備金の取崩   －   △316,000 

        当期変動額合計   21,827   － 

      当期末残高   343,338   343,338 

  利益剰余金         

    利益準備金         

      前期末残高   2,500   2,500 

      当期末残高   2,500   2,500 

    その他利益剰余金         

      別途積立金         

        前期末残高   150,000   150,000 

        当期末残高   150,000   150,000 

      繰越利益剰余金         

        前期末残高   325,018   399,269 

        当期変動額         

          剰余金の配当   －   △7,774 

          当期純利益   74,250   120,535 

          当期変動額合計   74,250   112,760 

        当期末残高   399,269   512,030 

    利益剰余金合計         

      前期末残高   477,518   551,769 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

      当期変動額         

        剰余金の配当   －   △7,774 

        当期純利益   74,250   120,535 

        当期変動額合計   74,250   112,760 

      当期末残高   551,769   664,530 

  株主資本合計         

    前期末残高   894,029   1,012,233 

    当期変動額         

      新株の発行   43,953   － 

      剰余金の配当   －   △7,774 

      準備金から剰余金への振替   －   316,000 

      資本準備金の取崩   －   △316,000 

      当期純利益   74,250   120,535 

      当期変動額合計   118,203   112,760 

    当期末残高   1,012,233   1,124,994 

評価・換算差額等         

  その他有価証券評価差額金         

    前期末残高   △12,589   － 

    当期変動額         

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   12,589   － 

      当期変動額合計   12,589   － 

    当期末残高   －   － 

純資産合計         

  前期末残高   881,440   1,012,233 

  当期変動額         

    新株の発行   43,953   － 

    剰余金の配当   －   △7,774 

    準備金から剰余金への振替   －   316,000 

    資本準備金の取崩   －   △316,000 

    当期純利益   74,250   120,535 

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）   12,589   － 

    当期変動額合計   130,793   112,760 

  当期末残高   1,012,233   1,124,994 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

  前連結会計年度（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。 

 

  当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

   該当事項はありません。 
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６．その他 

(1) 役員の異動 

   開示内容が定まった時点で、開示いたします。 
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