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平成 28 年 11 月 29 日 

各 位 

会 社 名 株式会社農業総合研究所 

代表者名 代表取締役社長  及川 智正 

 （コード番号：3541 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長  松尾 義清 

 （TEL．073-497-7077） 

 

 

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ 

 

 

当社の非上場の親会社等（その他の関係会社）である株式会社プレンティーの平成 28 年８月期（平成 27

年９月１日から平成 28 年８月 31 日まで）の決算内容につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．親会社等の概要 

（１）親会社等の名称    株式会社プレンティー 

（２）本店所在地      東京都品川区上大崎２丁目 25 番５号 

（３）代表者の役職氏名   代表取締役社長 尾持 繁美 

（４）事業内容       エンターテイメント関連事業企画・販売 

              ＬＥＤレンタルシステムの販売 

              人材関連事業 

              新規ビジネスの事業化 

（５）資本金        115,000 千円 

（６）当社との関係 

   ①資本関係      議決権被所有割合  34.35％[4.77％]（平成 28 年８月 31 日現在） 

                [ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。 

   ②人的関係      監査役１名が兼務しております。 

   ③取引関係      重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

 

２．親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

（１）株式の所有者別状況 

 平成28年８月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数1株） 
単元未満株

式の状況 
（株） 

政府及び地

方公共団体 金融機関 金融商品取

引業者 
その他の法

人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人）    2   14 16 －

所有株式数 
（単元） 

   426   1,774 2,200 －

所有株式数の割

合（％） 
   19.36   80.63 100 －

（注）所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。 
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（２）大株主の状況 

平成28年８月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(％) 

尾持 繁美 東京都目黒区 663 30.13 

株式会社プレンティー 東京都品川区上大崎２丁目25番５号 406 18.45 

従業員持株会 東京都品川区上大崎２丁目25番５号 290 13.18 

馬庭 哲也 神奈川県横浜市中区 252 11.45 

松本 力哉 東京都三鷹市 200 9.09 

松本 つる子 東京都三鷹市 100 4.54 

計 － 1,911 86.86 

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。 

 

 

（３）役員の状況 
平成 28 年８月 31 日現在 

役名 氏名 生年月日 重要な兼職の状況 
所有株式数 

（株） 

代表取締役社長 尾持 繁美 昭和37年２月７日 

株式会社プレンティー・ＩＪＦＡ 代表取締役 

Food’sStyle株式会社 取締役 

カラーキネティクス・ジャパン株式会社 取締役 

株式会社ルーメンジャパン 代表取締役 

株式会社オークジャパン 代表取締役 

663 

専務取締役 馬庭 哲也 昭和43年６月８日 EP International Holdings B.V. CEO 252 

取締役 福島 和憲 昭和33年５月３日 
Food’sStyle株式会社 取締役 

カラーキネティクス・ジャパン株式会社 監査役 
25 

取締役 大越 正榮 昭和21年11月22日  - 

監査役 後藤 弘之 昭和42年４月24日 株式会社農業総合研究所 監査役 10 

監査役 池畑 光造 昭和28年４月８日 池畑税務会計事務所 20 
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３．財務諸表 

 

 貸 借 対 照 表  

(平成28年８月31日現在) 

（単位：千円） 

   科目    金  額    科目     金  額 

（資産の部）   （負債の部）   

 流動資産 1,073,145 流動負債  810,756 

 現金及び預金 670,931 買掛金及び工事未払金 76,789 

 

売掛金及び完成工事未収入

金 226,735 短期借入金 331,169 

 売買目的有価証券 9,441 一年内返済長期借入金 168,477 

 商品及び製品 117,007 未払金 111,879 

 仕掛品及び未成工事支出金 1,717 未払費用 12,082 

 立替金及び仮払金 4,663 未払消費税等 7,340 

 未収入金 1,753 未払事業所税 1,949 

 前払費用 18,379 未払法人税等 34,095 

 繰延税金資産 18,391 預り金 12,445 

 未収還付消費税等 4,617 一年内償還社債 53,000 

 貸倒引当金 △ 493 前受金 1,526 

 固定資産 1,081,248 固定負債 341,180 

 有形固定資産 28,979 社債 97,500 

 建物及び付属設備 22,908     長期借入金   243,680 

 工具・器具及び備品 6,070   負債合計   1,151,936 

 無形固定資産 14,708 （純資産の部） 

 ソフトウェア 13,779 株主資本 1,002,457 

 その他 929 資本金 115,000 

 投資その他の資産 1,037,560 資本剰余金 15,000 

 子会社株式 204,522 資本準備金 15,000 

 関係会社株式 322,554 利益剰余金 953,657 

 投資有価証券 279,947 利益準備金 13,750 

 長期貸付金 188,674 その他利益剰余金 939,907 

 更生債権等 745 繰越利益剰余金 939,907 

 保証金 41,917 自己株式 △ 81,200 

 出資金 420 自己株式 △ 81,200 

   貸倒引当金 △ 1,223   純資産合計   1,002,457 

 資産合計  2,154,393   負債･純資産合計   2,154,393 
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 損 益 計 算 書  

(自平成27年９月１日 至平成28年８月31日) 

（単位：千円） 

科              目 金             額 

 売上高      2,728,713 

 売上原価    1,307,519 

 売上総利益    1,421,194 

 販売費及び一般管理費    1,242,165 

  営業利益    179,028 

 営業外収益      

 受取利息  3,124   

 受取配当金  6,976   

  業務受託料  8,902   

  受取家賃  16,898   

  有価証券売却益  104,925   

  雑収入  311 141,137 

 営業外費用      

 支払利息及び社債利息  6,855   

 支払家賃  16,845   

 棚卸資産除却損  503   

  棚卸資産評価損  7,124  

  為替差損  11,727  

  支払手数料  7,777  

  有価証評価損  3,504  

  保証料  600  

 社債発行費償却  2,659   

  雑損失  115 57,714 

  経常利益    262,451 

  特別利益      

  受贈益  465 465 

  特別損失      

  固定資産除却損  9,161   

  株式譲渡損  50,363 59,524 

  税引前当期純利益    203,392 

  

法人税､住民税及び事業

税  74,552   

  法人税等調整額  3,761 78,313 

    当期純利益    125,078 

 

以 上 


