
 
 

 

2021年 11月 30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   堀内 寛 

 （コード番号：3541 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役 CFO         坂本 大輔 

 （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 2021 年８月期（2020 年９月

１日から 2021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       新規ビジネスの事業化 

グループ会社の経営指導・管理 

（５）資本金        100,000千円 

（６）当社との関係 

   ①資本関係      議決権被所有割合  21.00％[0.00％]（2021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す。 

   ②人的関係      監査役１名が兼務しています。 

   ③取引関係      当社と親会社等との間で記載すべき取引実績はありません。 

 

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 

2021年８月 31日 

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 

自己名義

株式 
計 

個人以外 個人 

株主数（人） － － － 1 － － 16 1 17 － 

所有株式数（株） － － － 20 － － 1,774 406 2,200 － 

所有株式数の割合（％） － － － 0.91% － － 80.64% 18.45% 100.00% － 

（注）１．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います。 

   （２）大株主の状況 

  2021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 東京都港区 643 35.84 

馬庭 哲也 神奈川県横浜市 252 14.04 

従業員持株会 東京都品川区上大崎２丁目25番５号 220 12.26 

松本 力哉 東京都三鷹市 200 11.14 

松本 つる子 東京都三鷹市 100 5.57 

澁谷 剛 神奈川県逗子市 100 5.57 

計 － 1,515 84.44 

（注）１．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います。 

   ２．持ち株比率は、自己株式（406株）を控除して計算しています。 

 

 

（３）役員の状況 

2021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 1962年２月７日 

株式会社ＩＪＦＡ 代表取締役 

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 

アイ・シンクレント株式会社 取締役 

643 

専務取締役 馬庭 哲也 1968年６月８日 ELM EUROPE B.V. CEO 252 

取締役 米田 純 1963年５月５日 
Food's Style USA Inc. ＣＥＯ 

Food's Style株式会社 代表取締役 
40 

監査役 後藤 弘之 1967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 

Food's Style株式会社 監査役 

10 

監査役 池畑 光造 1953年４月８日 菊井税理士事務所 副所長 20 

  

 



 
 

３．財務諸表 

貸借対照表 
 

2021年  8月 31日 現在 
    (単位：円)   

資産の部 負債の部 

【流動資産】 777,481,578 【流動負債】 930,600,919 

現金・預金 289,150,346 買掛金 42,461,426 

売掛金 86,382,415 短期借入金 500,000,000 

商品 102,725,309 一年内返済長期借入金 231,976,000 

短期貸付金 220,217,397 未払金 25,090,727 

子会社立替金 671,463 未払費用 3,112,197 

立替金 114,021 前受金 133,000 

未収入金 5,466,100 源泉税預り金 1,310,157 

仮払金 5,880,910 住民税預り金 747,700 

前払費用 17,221,027 仮受金 273,712 

未収還付法人税等 3,020,600 未払法人税等 813,500 

未収消費税等 6,227,600 未払事業所税 682,500 

貸倒引当金 △ 36,893 一年内償還社債 124,000,000 

繰延税金資産 40,441,283 【固定負債】 542,370,000 

【固定資産】 1,786,877,316 社債 254,000,000 

【有形固定資産】 4,591,565 長期借入金 288,370,000 

付属設備 3,877,282 負債合計 1,472,970,919 

什器備品 714,283 純資産の部 

【無形固定資産】 30,273,497 【株主資本】 1,183,607,102 

ソフトウエア 29,343,577 【資本金】 100,000,000 

電話加入権 929,920 【資本剰余金】 30,000,000 

【投資その他資産】 1,752,012,254 資本準備金 30,000,000 

出資金 183,053,803 【利益剰余金】 1,134,807,102 

子会社株式 690,338,419 利益準備金 13,750,000 

関係会社株式 44,426,657 【その他利益剰余金】 1,028,837,975 

投資有価証券 524,799,554 繰越利益剰余金 1,028,837,975 

長期貸付金 267,625,062 【自己株式】 △ 81,200,000 

更生債権等 190,813 純資産合計 1,091,387,975 

保証金 42,246,830     

貸倒引当金 △ 668,884     

      

資産合計 2,564,358,894 負債・純資産合計 2,564,358,894 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

損益計算書 

自  2020年  9月  1日 

至  2021年  8月 31日 
  (単位：円) 

勘   定   科   目 金           額 

【売上高】     

売上高  1,584,414,244 

【売上原価】     

期首商品棚卸高 93,201,766   

仕入高 727,349,110   

合計 820,550,876   

期末商品棚卸高 102,725,309   

他勘定振替高 13,396,650 704,428,917 

売上総利益   879,985,327 

【販売費及び一般管理費】   819,085,301 

営業利益   60,900,026 

【営業外収益】     

受取利息 7,269,042   

雑収入 5,584,954   

業務受託料 1,718,184   

受取家賃 9,398,866 23,971,046 

【営業外費用】     

支払利息 8,581,692   

社債利息 1,551,750   

雑損失 2,551,248   

支払家賃 9,872,774   

為替差損 1,172,411   

棚卸資産除却損 12,284,498   

棚卸資産評価損 1,112,152   

投資事業組合運用損 66,808,602   

保証料 2,737,290   

社債発行費償却 2,531,020 109,203,437 

経常損失   24,332,365 

【特別利益】     

貸倒引当金戻入 71,601   

賞与引当金戻入 4,672,200  

受贈益 910,000  

営業譲渡益 6,079,212 11,733,013 

【特別損失】     

固定資産除却損 131,120   

債権譲渡損 82,844,386 82,975,506 

税引前当期純損失   95,574,858 

法人税住民税等   849,543 

法人税等調整額   △ 13,175,274 

当期純損失   83,249,127 

以上 


