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平成 29 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．03-6417-1047） 

 

 

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 29 年８月期（平成 28

年９月１日から平成 29 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 29 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29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）    3   14 17 －

所有株式数 
（単元） 

   716   1,484 2,200 －

所有株式数の割

合（％） 
   32.55   67.45 100 －

（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29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 643 29.22 

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 － 1,891 85.95 

（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 29 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 

643 

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 澁谷 剛 昭和38年９月19日 

株式会社ＨＡＫＫＯコーポレーション 取締役 

株式会社オーガニックファクトリー 代表取締役 

株式会社ろのわ 取締役 

ベルトラ株式会社 取締役 

Food's Style株式会社 監査役 

PLENTY USA INC. 取締役 

VELTRA S.à r.l. 取締役 

アイ・シンクレント株式会社 取締役 

株式会社プレンティー・ランドスケープ 取締役 

マルタスインベストメント株式会社 代表取締役 

株式会社ＫＩＴＯＨＡ 取締役 

株式会社Warranty technology 取締役 

100 

取締役 永島 徹三 昭和40年８月24日 株式会社ルーメンジャパン 代表取締役 - 

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 

アイ・シンクレント株式会社 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29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 1,683,178 流動負債  1,343,766 

 現金及び預金 1,037,432 買掛金及び工事未払金 94,192 

 売掛金及び完成工事未収入金 272,014 短期借入金 795,000 

 売買目的有価証券 11,678 一年内返済長期借入金 226,896 

 商品及び製品 135,975 未払金 55,088 

 仕掛品及び未成工事支出金 60,641 未払費用 5,440 

 立替金及び仮払金 2,068 未払消費税等 6,344 

 短期貸付金  95,000 未払事業所税 2,046 

 未収入金  23,721 未払法人税等 153 

 前払費用  13,535 預り金及び仮受金 9,543 

 繰延税金資産  6,137 一年内償還社債 97,500 

 未収還付消費税等  25,430 前受金 35,147 

   貸倒引当金  △ 455    賞与引当金 16,413 

 固定資産 1,215,575 固定負債 725,679 

 有形固定資産 23,131 社債 270,000 

 建物及び付属設備 8,114     長期借入金   455,679 

 工具・器具及び備品 4,379     

   建設仮勘定  10,638   負債合計   2,069,445 

 無形固定資産 18,354 （純資産の部） 

 ソフトウェア 17,424 株主資本 829,309 

 その他 929 資本金 115,000 

 投資その他の資産 1,174,089 資本剰余金 15,000 

 子会社株式 393,058 資本準備金 15,000 

 関係会社株式 242,554 利益剰余金 780,509 

 投資有価証券 320,947 利益準備金 13,750 

 長期貸付金 92,895 その他利益剰余金 766,759 

 更生債権等 617 繰越利益剰余金 766,759 

 保証金 43,080 自己株式 △ 81,200 

 出資金 81,965 自己株式 △ 81,200 

   貸倒引当金 △ 1,030   純資産合計   829,309 

 資産合計   2,898,754   負債･純資産合計   2,898,754 
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 損 益 計 算 書  

(自平成28年 9月1日 至平成29年 8月31日) 

（単位：千円） 

科              目 金             額 

 売上高      2,770,056 

 売上原価    1,427,576 

 売上総利益    1,342,480 

 販売費及び一般管理費    1,249,396 

  営業利益    93,083 

 営業外収益      

 受取利息  3,988   

 受取配当金  6,527   

  業務受託料  2,322   

  受取家賃  22,713   

  有価証券売却益  1,977   

  雑収入  1,006 38,535 

 営業外費用      

 支払利息及び社債利息  9,532   

 支払家賃  22,713   

 棚卸資産除却損  4,859   

  棚卸資産評価損  713  

  為替差損  431  

  保証料  1,899  

 社債発行費償却  6,276   

  雑損失  36 46,463 

  経常利益    85,155 

  特別利益      
  受贈益  250  

  固定資産売却益   250 

  特別損失      

  固定資産除却損  12,157   

  抱合せ株式消滅差損  168,405 180,562 

  税引前当期純損失    95,156 

  

法人税､住民税及び事業

税  11,921   

  法人税等調整額  9,608 21,529 

    当期純損失    116,686 

 

 

以 上 


