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

（注）平成22年８月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載してお
りません。

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(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 ％

23年8月期 8,347 11.6 502 28.3 464 50.6 301 60.0
22年8月期 7,480 5.8 391 55.4 308 ― 188 177.6

（注）包括利益 23年8月期 276百万円 （56.1％） 22年8月期 177百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年8月期 196.27 193.48 19.5 13.5 6.0
22年8月期 145.41 ― 16.2 9.3 5.2

（参考） 持分法投資損益 23年8月期  ―百万円 22年8月期  ―百万円

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

23年8月期 3,766 1,849 49.1 1,181.24
22年8月期 3,132 1,244 39.7 960.21
（参考） 自己資本   23年8月期  1,849百万円 22年8月期  1,244百万円

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

23年8月期 △95 174 122 464
22年8月期 382 △23 △487 274

2.  配当の状況

（注）１．平成23年８月期期末配当金の内訳 普通配当 25円00銭 記念配当 5円00銭
２．平成24年８月期の配当予想は、平成23年８月31日を基準日、平成23年９月１日を効力発生日として実施いたしました、普通株式１株を２株に分割する株式
分割後の株式数により算出しております。

年間配当金 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 ％ ％

22年8月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00 20 11.0 1.8
23年8月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 46 15.3 2.8
24年8月期(予想) ― 0.00 ― 18.00 18.00 14.7

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 4,206 10.0 186 44.0 188 108.6 104 47.8 33.31
通期 9,060 8.5 675 34.3 654 41.1 383 27.1 122.35



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） ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（注）詳細は、添付資料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）

（注）１株当たりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、添付資料35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

新規 1社 （社名） 上海多来多貿易有限公司 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有
② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期 1,565,800 株 22年8月期 1,295,800 株
② 期末自己株式数 23年8月期 69 株 22年8月期 ― 株

③ 期中平均株式数 23年8月期 1,536,158 株 22年8月期 1,295,800 株

（参考）個別業績の概要

1.  平成23年8月期の個別業績（平成22年9月1日～平成23年8月31日）

（注）平成22年８月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載してお
りません。

(2) 個別財政状態

(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 ％

23年8月期 571 △10.8 52 △58.9 57 △56.9 78 △35.2
22年8月期 640 10.9 127 27.1 133 109.9 120 62.3

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

23年8月期 50.83 50.10
22年8月期 93.02 ―

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

23年8月期 2,330 1,531 65.7 978.41
22年8月期 1,957 1,124 57.5 868.19
（参考） 自己資本 23年8月期  1,531百万円 22年8月期  1,124百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。

※ 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、添付
資料３ページ「1.経営成績（１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧ください。
（２）当社は、平成23年８月31日を基準日、平成23年９月１日を効力発生日として、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。これにより、平
成24年８月期の期中平均株式数は3,131,462株となり、これに基づいて平成24年８月期の１株当たり当期純利益を算定しております。
（３）当社は、平成23年10月19日に証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。その説明内容については、当日使用する決算説明資料と
ともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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１．経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国の堅調な需要による輸出拡

大により、緩やかな回復基調を維持しておりましたが、欧州における金融不安と円高の進行によ

り、不透明な状況となりました。平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、国内

企業活動は停滞状況にありましたが、震災からの復興に向け、一部の経済指標には明るい兆しが

見受けられるようになりました。しかしながら、欧米における債務問題に端を発する金融不安の

増幅と円高の定着、新興国の経済成長の停滞懸念により、依然として予断を許さない状況にあり

ます。

このような経営環境の下、当社グループでは、顧客ニーズや市場環境の変化をいち早く察知し、

当社の強みである製品開発・生産活動における機動性を活かすことにより、従来の製品カテゴリ

ーに捉われない新製品の開発を進め、機能性・デザイン性に優れた製品ラインアップの拡充に努

めました。

セールスプロモーション用雑貨の市場については、東日本大震災によるイベント・プロモーシ

ョン等の自粛措置の影響等により厳しい環境にありましたが、企業の生産体制が回復すると共に、

売上高も好調に推移しております。一方、オリジナル雑貨製品は、節電による猛暑対策製品やＬ

ＥＤライト等の防災用品を迅速に市場に提供することにより、順調に推移しております。

また、将来的な中国での販売活動の準備として、平成23年２月末に上海に設立した子会社（上

海多来多貿易有限公司）の深セン支店を、平成23年４月に設置しており、更なる事業拡大を目指

しております。

この結果、当連結会計年度の売上高は83億47百万円（前期比11.6％増）、営業利益は５億２百

万円（前期比28.3％増）、経常利益は４億64百万円（前期比50.6％増）、当期純利益は３億１百

万円（前期比60.0％増）となりました。

当社グループの販売経路別および製品分類別の業績は以下のとおりであります。

なお、当社グループの製品分類に関しまして、当連結会計年度より化粧品の取扱いを開始した

ため、投資家の皆様の適正な投資判断を重視した製品分類が必要であるとの考えから、「ヘルス

ケア雑貨製品」を「ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品」に変更しております。

＜販売経路別業績＞

① エンドユーザーへ直接販売

幅広い業界に多数の取引実績を有する強みを活かして、業績の好調な顧客層に対してニーズに

沿った提案型の営業を行った結果、当連結会計年度の売上高は39億１百万円（前期比５億68百万

円の増加、前期比17.1％増）となりました。

② 卸売業者へ販売

当社の強みである製品開発・生産活動の機動性を活かして、社会のニーズに合った製品の提供

に努めた結果、当連結会計年度の売上高は43億57百万円（前期比２億90百万円の増加、前期比7.

1％増）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高は

88百万円（前期比７百万円の増加、前期比9.7％増）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＆ビューティ雑貨製品・その他）別業績＞

① 一般雑貨製品
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当社グループの強みである、製品開発・生産活動における機動性を活かし、社会のニーズに合

わせた防災製品、猛暑対策製品等の新製品を早期に開発し、販売に注力いたしました。この結果、

当連結会計年度の売上高は44億12百万円（前期比８億62百万円の増加、前期比24.3％増）となり

ました。

② エコ雑貨製品

環境保護に配慮した消費活動が叫ばれる環境下、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の推進と、デザイン性、機能性に優れた環境配慮型雑貨製品の開

発に努め、新たな製品化を実現しております。これら新製品の積極的な営業活動を行った結果、

当連結会計年度の売上高は34億24百万円（前期比８億51百万円の増加、前期比33.1％増）となり

ました。

③ ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品

当連結会計年度より取扱いを開始した、ビューティ雑貨製品の販売に注力するとともに、猛暑

対策製品の販売を開始いたしましたが、前連結会計年度の当該製品分類売上の大半を占めていた、

マスクによる売上をカバーするには至りませんでした。当連結会計年度の売上高は４億22百万円

（前期比８億58百万円の減少、前期比67.0％減）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88

百万円（前期比７百万円の増加、前期比9.7％増）となりました。

（次期の見通し）

次期の見通しにつきましては、世界経済は欧州諸国の金融不安に加えて、中国をはじめとする

新興国の経済成長も踊り場を迎えており、総じて不透明感がぬぐえない状況にあります。一方、

国内経済は東日本大震災による供給面の制約がほぼ解消する中で、財政や資本ストック復元に向

けた国内需要が着実な歩みを見せはじめているものの、世界経済同様、なお不透明感がぬぐえな

い状況にあります。

このような状況下において、当社グループでは、拡大を続けるスマートフォン・タブレット端

末市場向け雑貨製品の開発・生産に注力するとともに、既存製品につきましても、価格競争力に

とどまらず、機能性・デザイン性の向上に注力し、製品ラインアップの拡充に努めてまいります。

また新製品を用いた企画提案営業を強化するとともに、業界に偏らず好業績企業を中心とした新

規顧客へのアプローチを継続・強化することにより、売上高の増加を図ってまいります。

この結果、次期（平成24年８月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高90億60百万円、

営業利益６億75百万円、経常利益６億54百万円、当期純利益３億83百万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）

① 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７億32百万円増加し、33億41百万円

となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加１億17百万円、現金及び預金の増加１億
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59百万円、製品の増加５億28百万円によるものであります。

② 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97百万円減少し、４億25百万円とな

りました。主な要因は、敷金及び保証金の減少64百万円、その他の減少に含まれていた長期前払

費用41百万円の減少によるものであります。

③ 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34百万円減少し、13億73百万円とな

りました。主な要因は、１年内償還予定の社債の減少２億円、１年内返済予定の長期借入金の増

加66百万円、未払法人税等の増加１億98百万円、デリバティブ債務の減少１億３百万円によるも

のであります。

④ 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64百万円増加し、５億43百万円とな

りました。主な要因は、長期借入金の増加１億16百万円によるものであります。

⑤ 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６億５百万円増加し、18億49百万円と

なりました。主な要因は、募集新株式の発行による資本金の増加１億74百万円、資本剰余金の増

加１億74百万円、利益剰余金の増加２億80百万円によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、４億64百万円（前連結会計年度比１億90百

万円の増加、前期比69.2％増）となりました。

ちなみに、当連結会計年度末における有利子負債は５億43百万円であります。

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果、当連結会計年度に使用した資金は95百万円（前連結会計年度に得られた資金

は３億82百万円）となりました。

主な要因は、税金等調整前当期純利益５億11百万円、たな卸資産の増加額５億45百万円による

資金の減少、売上債権の増加額１億11百万円による資金の減少、仕入債務の増加額56百万円によ

る資金の増加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、当連結会計年度に得られた資金は1億74百万円（前連結会計年度に使用した

資金は23百万円）となりました。

主な要因は、敷金及び保証金の回収による資金の増加81百万円、保険積立金の解約による資金

の増加１億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、当連結会計年度に得られた資金は１億22百万円(前連結会計年度に使用した

資金は４億87百万円）となりました。

主な要因は、短期借入金の返済による資金の減少１億円、長期借入による資金の増加２億円、

社債の償還による資金の減少２億80百万円、株式の発行による資金の増加３億39百万円によるも

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 平成23年８月期

自己資本比率（％） 25.6 30.5 39.7 49.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － － 68.8

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。平成20年８月期及び

平成21年８月期、平成22年８月期につきましては、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、平成23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最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30円としております。内訳は、普通配当25円、株式上場記念配当５円であり

ます。

また、次期（平成24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18円とさせていただく予定です。
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(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

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＆ビューティ雑貨製品」

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、製品製造にあたり移動型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、海外への製造委託を行っており、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。

当社グループでは、このような為替変動リスクを回避するため、為替予約をはじめとする対

応を講じておりますが、為替変動は当社グループの業績及び財務内容に悪影響を与える可能性

があります。

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

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
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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６社（㈱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、上海多来多貿易有限公司）により構成

され、一般雑貨製品・エコ雑貨製品・ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品の企画・デザインから生産

（委託）・生産品質管理・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最適な工場を利用し、市場ニーズの変化に対応すること

ができます。またファブレス形態により、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６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、生産（委託）・生産品質管理、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・生産（委託）・

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・生産（委託）・

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 貿易・生産品質管理機能 アジア圏における輸出入・物流管理・

生産品質管理業務

上海多来多貿易有限公司 生産品質管理機能 中国圏における生産品質管理業務
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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

積み上げが最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。

当連結会計年度については、売上高成長率11.6％を達成することができましたが、売上高当期純

利益率は、3.6％となりました。

(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、国内経済は震災からの復興により明るい兆しが見受けられる状況

にありますが、欧州地域の債務問題による金融不安、新興国の経済成長の停滞、円高水準の定着に

より、厳しい局面が続くものと思われます。また雇用・所得環境も厳しく消費動向は依然厳しい状

況で推移するものと思われます。

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。また、移動体通信網上でエンドユーザ

ーが利用する通信端末機器につきましても、スマートフォンやタブレット型端末といった端末機器

の販売増加に伴い、一般雑貨に含まれる「モバイル雑貨製品」など用途に応じた様々な対応製品の

普及が進むものと予想されます。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最大限に活かし、競
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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

デルを最大限に活用し、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。また、中国での人件費や原材料の高騰に鑑み、他の地域への生産拠点の移動を継

続して行ってまいります。

③ エコ雑貨製品・ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品の開発強化と売上拡大、スマートフォ

ン・タブレット端末関連製品の開発

前年同様、成長市場であるエコ雑貨製品の開発強化と、今後大きな成長が見込める、スマ

ートフォン・タブレット型端末市場で、デザイン性・機能性に優れた関連雑貨製品の開発・

市場投入に注力し、売上の増加を図ってまいります。また、ヘルスケア＆ビューティ雑貨製

品についても、引き続き製品の企画・開発に注力してまいります。

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 海外での販売活動

当社製品の主要生産国である中国は、経済成長が著しく、当社製品の消費国としても魅力

のあるマーケットであります。このため当社では、上海多来多貿易有限公司を設立して、中

国での営業活動を進めてまいります。また、海外の展示会やイベントなどに出展し、中国に

限定せず世界各国への販売も進めてまいります。

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。しかしながら、前期より展開を始めたヘルスケアブランドの

製品がコンビニエンスストア・ドラッグストア等で取り扱われるようになり、徐々に当社製品に

対する市場認知度も向上しつつあります。今後は、スマートフォン周辺製品等の、社会ニーズに

合った製品を早期に市場投入することで、さらに当社製品の知名度向上をはかります。またデザ

イン性・機能性に優れた自社製品ラインアップを提供することで、雑貨のファブレスメーカーか

らコンシューマープロダクツを提供するメーカーとしての知名度向上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。
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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」を最大限に活かすため、中国で培った経験を

生かし、良質で安価な製品の生産を図ってまいります。

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。
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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22年８月31日)

当連結会計年度
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※１ 304,961 464,828

受取手形及び売掛金 927,281 1,044,399

製品 906,870 1,435,282

貯蔵品 29,152 34,147

繰延税金資産 58,579 108,385

未収入金 19,153 1,307

預け金 ※１ 190,719 ※１ 94,050

その他 176,255 164,217

貸倒引当金 △4,441 △5,379

流動資産合計 2,608,532 3,341,240

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,589 74,599

減価償却累計額 △15,853 △32,384

建物及び構築物（純額） 25,735 42,215

機械装置及び運搬具 44,351 46,477

減価償却累計額 △28,630 △34,363

機械装置及び運搬具（純額） 15,720 12,113

土地 19,297 19,297

建設仮勘定 2,749 654

その他 109,718 124,714

減価償却累計額 △79,756 △101,838

その他（純額） 29,961 22,875

有形固定資産合計 93,465 97,157

無形固定資産 54,397 47,850

投資その他の資産

繰延税金資産 51,300 62,869

敷金及び保証金 282,727 217,755

その他 50,145 3,287

貸倒引当金 △8,449 △3,198

投資その他の資産合計 375,724 280,713

固定資産合計 523,586 425,720

資産合計 3,132,118 3,766,960
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年８月31日)

当連結会計年度
(平成23年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 482,793 536,075

短期借入金 200,000 100,000

1年内償還予定の社債 280,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 － 66,664

未払法人税等 37,504 236,274

デリバティブ債務 175,118 71,960

賞与引当金 45,115 65,601

株主優待引当金 － 1,699

その他 187,741 215,486

流動負債合計 1,408,272 1,373,761

固定負債

社債 260,000 180,000

長期借入金 － 116,670

長期未払金 103,672 77,191

資産除去債務 － 30,058

退職給付引当金 115,938 139,775

固定負債合計 479,610 543,695

負債合計 1,887,883 1,917,456

純資産の部

株主資本

資本金 117,126 291,951

資本剰余金 343,338 518,163

利益剰余金 801,575 1,082,341

自己株式 － △58

株主資本合計 1,262,039 1,892,397

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 － △10,307

為替換算調整勘定 △17,803 △32,584

その他の包括利益累計額合計 △17,803 △42,892

純資産合計 1,244,235 1,849,504

負債純資産合計 3,132,118 3,766,960
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 7,480,421 8,347,257

売上原価 ※１ 4,743,488 ※１ 5,406,791

売上総利益 2,736,933 2,940,465

販売費及び一般管理費 ※２, ※３ 2,345,076 ※２, ※３ 2,437,858

営業利益 391,857 502,607

営業外収益

受取利息 231 126

匿名組合投資利益 8,277 41,051

デリバティブ評価益 30,051 120,945

その他 4,007 10,661

営業外収益合計 42,568 172,785

営業外費用

支払利息 19,812 6,190

コミットメントフィー 6,589 2,064

為替差損 92,310 172,541

上場関連費用 － 25,975

その他 7,469 4,548

営業外費用合計 126,181 211,319

経常利益 308,244 464,073

特別利益

固定資産売却益 ※４ 787 －

保険解約返戻金 － 59,300

特別利益合計 787 59,300

特別損失

固定資産除却損 ※５ 79 ※５ 52

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,216

特別損失合計 79 12,269

税金等調整前当期純利益 308,953 511,105

法人税、住民税及び事業税 88,834 263,502

法人税等調整額 31,691 △53,896

法人税等合計 120,526 209,606

少数株主損益調整前当期純利益 － 301,499

当期純利益 188,427 301,499
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連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 301,499

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 － △10,307

為替換算調整勘定 － △14,781

その他の包括利益合計 － ※２ △25,088

包括利益 － ※１ 276,410

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 276,410

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 117,126 117,126

当期変動額

新株の発行 － 174,825

当期変動額合計 － 174,825

当期末残高 117,126 291,951

資本剰余金

前期末残高 343,338 343,338

当期変動額

新株の発行 － 174,825

当期変動額合計 － 174,825

当期末残高 343,338 518,163

利益剰余金

前期末残高 620,922 801,575

当期変動額

剰余金の配当 △7,774 △20,732

当期純利益 188,427 301,499

当期変動額合計 180,652 280,766

当期末残高 801,575 1,082,341

自己株式

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の取得 － △58

当期変動額合計 － △58

当期末残高 － △58

株主資本合計

前期末残高 1,081,386 1,262,039

当期変動額

新株の発行 － 349,650

剰余金の配当 △7,774 △20,732

当期純利益 188,427 301,499

自己株式の取得 － △58

当期変動額合計 180,652 630,358

当期末残高 1,262,039 1,892,397
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △10,307

当期変動額合計 － △10,307

当期末残高 － △10,307

為替換算調整勘定

前期末残高 △6,487 △17,803

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,316 △14,781

当期変動額合計 △11,316 △14,781

当期末残高 △17,803 △32,584

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △6,487 △17,803

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,316 △25,088

当期変動額合計 △11,316 △25,088

当期末残高 △17,803 △42,892

純資産合計

前期末残高 1,074,898 1,244,235

当期変動額

新株の発行 － 349,650

剰余金の配当 △7,774 △20,732

当期純利益 188,427 301,499

自己株式の取得 － △58

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,316 △25,088

当期変動額合計 169,336 605,269

当期末残高 1,244,235 1,849,504
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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21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23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 308,953 511,105

減価償却費 58,649 56,651

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,216

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,862 △4,313

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,110 20,486

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,446 23,837

株主優待引当金の増減額(△は減少) － 1,699

デリバティブ評価損益（△は益） △30,051 △120,945

受取利息及び受取配当金 △231 △126

支払利息 19,812 6,190

上場関連費用 － 25,975

固定資産除却損 79 52

固定資産売却損益（△は益） △787 －

保険解約返戻金 － △59,300

売上債権の増減額（△は増加） 283,234 △111,867

たな卸資産の増減額（△は増加） △195,072 △545,715

仕入債務の増減額（△は減少） △11,182 56,092

前渡金の増減額（△は増加） － 11,351

その他 19,079 82,957

小計 469,682 △33,653

利息及び配当金の受取額 211 126

利息の支払額 △20,379 △6,538

法人税等の還付額 54,946 13,372

法人税等の支払額 △122,359 △68,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 382,101 △95,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 30,226

有形固定資産の取得による支出 △26,598 △20,943

無形固定資産の取得による支出 △38,375 △13,269

匿名組合出資金の払戻による収入 － 14,570

資産除去債務の履行による支出 － △2,900

敷金及び保証金の差入による支出 △4,358 △16,301

敷金及び保証金の回収による収入 1,189 81,828

保険積立金の解約による収入 48,311 100,920

その他 △3,921 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,752 174,130
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

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） △400,000 △100,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 － △16,666

社債の償還による支出 △80,000 △280,000

株式の発行による収入 － 339,755

自己株式の取得による支出 － △58

配当金の支払額 △7,774 △20,732

財務活動によるキャッシュ・フロー △487,774 122,298

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,039 △11,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,464 190,093

現金及び現金同等物の期首残高 426,200 274,735

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 274,735 ※１ 464,828
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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。

  当連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日）

   該当事項はありません。

株式会社トランザクション（７８１８）平成２３年８月期決算短信

21



(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21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23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

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数   ６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

上海多来多貿易有限公司

上記のうち、上海多来多貿易有限公

司については、当連結会計年度におい

て新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。

２ 持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 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。

連結子会社のうち、上海多来多貿易

有限公司の決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表を作成するにあたっ

ては、連結決算日で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。

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

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

  同左

(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   10～18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

  同左

② 無形固定資産

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

(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。

(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。

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。

                   ④ 株主優待引当金

  将来の株主優待制度に伴う費用負

担に備えるため、当連結会計年度末

において翌連結会計年度以降に発生

すると見込まれる額を計上しており

ます。

(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21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

                   ①ヘッジ会計の処理

繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。

  ヘッジ手段･･･為替予約

  ヘッジ対象･･･外貨建予定取引

③ヘッジ方針

為替相場の変動によるリスク回避を

目的とし、外貨建営業取引に係る契約

等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約

取引を利用し、投機的な取引は行わな

い方針であります。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段双方のキャ

ッシュ・フロー変動の累計額又は相場

変動の累計額を基礎にして、ヘッジ有

効性の評価を行っております。

(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。

(7) 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。

                   

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。
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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21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

                      「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益は

3,577千円減少し、税金等調整前当期純利益は15,793千

円減少しております。

表示方法の変更

前連結会計年度

(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

                      （連結損益計算書）

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目を表示しております。

「上場関連費用」は、前連結会計年度まで営業外費用

のその他に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において金額的重要性が増したため、区分掲記しまし

た。

なお、前連結会計年度の「上場関連費用」は3,216千

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。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

「上場関連費用」は、前連結会計年度まで営業活動に

よるキャッシュ・フローのその他に含めて表示しており

ましたが、当連結会計年度において金額的重要性が増し

たため、区分掲記しました。

なお、前連結会計年度の「上場関連費用」は3,216千

円であります。

「前渡金の増減額」は、前連結会計年度まで営業活動

によるキャッシュ・フローのその他に含めて表示してお

りましたが、当連結会計年度より区分掲記しました。

なお、前連結会計年度の「前渡金の増減額」は51,789

千円であります。

株式会社トランザクション（７８１８）平成２３年８月期決算短信

25



追加情報

前連結会計年度

(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

                      （株主優待引当金）

当連結会計年度より株主優待制度を新設いたしまし

た。これに伴い、株主優待制度に基づき発生すると見込

まれる費用を合理的に算出し、計上しております。

（ヘッジ会計）

当連結会計年度より、外貨建債務及び外貨建予定取引

の為替変動リスクをヘッジすることを目的として為替予

約取引を利用しており、ヘッジ会計（ヘッジ会計の方法

は繰延ヘッジ処理）を行っております。

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。
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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22年８月31日)

当連結会計年度

(平成23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 30,226千円

預け金 190,663千円

※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。

預け金 94,050千円

２ 手形割引高

受取手形割引高 65,984千円

２ 手形割引高

受取手形割引高 308,250千円

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

３ 貸越契約及び貸出コミットメント契約

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

当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとお
りであります。

当座貸越限度額及び

貸出コミットメントの総額   1,100,000千円

借入実行残高         100,000千円

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

前連結会計年度

(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23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 3,033千円

※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 30,705千円

※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

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 4,549千円

給与及び手当 921,020千円

地代家賃 238,985千円

賞与引当金繰入額 55,320千円

退職給付費用 26,821千円

株主優待引当金繰入額 1,699千円

※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

※３ 研究開発費
   一般管理費に含まれる研究開発費

25,275千円

※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。

その他（工具、器具及び備品） 79千円

※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） 52千円
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（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自  平成22年９月１日  至  平成23年８月31日）

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 177,111千円

少数株主に係る包括利益 －

計 177,111千円

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

為替換算調整勘定 △11,316千円

計 △11,316千円
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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

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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当連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23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 1,295,800 270,000 － 1,565,800

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

新株の発行による増加    270,000株

２.自己株式に関する事項

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 － 69 － 69

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株の買取請求による増加   69株

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

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22年11月12日
取締役会

普通株式 20,732 16 平成22年８月31日 平成22年11月19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23年10月28日
取締役会

普通株式 利益剰余金 46,971 30 平成23年８月31日 平成23年11月14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21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23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 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

現金及び預金 464,828千円

現金及び現金同等物 464,828千円
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（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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【セグメント情報】

当連結会計年度（自  平成22年９月１日  至  平成23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、その事業が

単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（追加情報）

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成2

1年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号  平成20年３月21日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

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。

１株当たり純資産額 1,181円24銭

１株当たり当期純利益金額 196円27銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

193円48銭

(注) 算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度末
(平成22年８月31日)

当連結会計年度末
(平成23年８月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,244,235 1,849,504

普通株式に係る純資産額（千円） 1,244,235 1,849,504

普通株式の発行済株式数（株） 1,295,800 1,565,800

普通株式の自己株式数（株） － 69

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）

1,295,800 1,565,731

２ 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

項目
前連結会計年度

(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 188,427 301,499

普通株式に係る当期純利益（千円） 188,427 301,499

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） 1,295,800 1,536,158

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金額の算定
に用いられた普通株式増加数の主要な内訳（株）

新株予約権 － 22,177

普通株式増加数（株） － 22,177

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（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（スタンダード）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。

(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

当連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日）

当社は、平成23年８月１日開催の取締役会において、株式の分割に関し、下記のとおり決議しており

ます。その概要は以下の通りです。

１．株式分割

（１）株式分割の目的

当社株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

（２）株式分割の概要

① 分割の方法

平成23年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する普通株式１株につき２株の

割合をもって分割いたします。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の当社発行済株式総数 1,565,800 株

今回の分割により増加する株式数 1,565,800 株

株式分割後の当社発行済株式総数 3,131,600 株
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株式分割後の発行可能株式総数 10,000,000 株

③ 日程

取締役会決議日              平成23年８月１日

基準日設定公告日（電子公告掲載開始日） 平成23年８月９日

基準日                  平成23年８月31日

効力発生日                平成23年９月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報及び当期

首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとな

ります。

前連結会計年度

(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

１株当たり純資産額

                   480円10銭

１株当たり当期純利益金額

                    72円71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。

１株当たり純資産額

                   590円62銭

１株当たり当期純利益金額

                    98円13銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

                    96円74銭
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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22年８月31日)

当事業年度
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 107,927 50,959

売掛金 42,866 46,308

貯蔵品 272 1,881

前払費用 29,554 28,180

繰延税金資産 3,210 7,546

関係会社短期貸付金 610,000 1,116,392

未収還付法人税等 9,183 －

未収入金 16,406 8,563

預け金 36,613 －

その他 0 －

流動資産合計 856,034 1,259,832

固定資産

有形固定資産

建物 21,039 46,978

減価償却累計額 △6,650 △18,424

建物（純額） 14,389 28,554

車両運搬具 17,201 17,201

減価償却累計額 △12,868 △14,646

車両運搬具（純額） 4,332 2,554

工具、器具及び備品 51,888 56,944

減価償却累計額 △35,752 △44,978

工具、器具及び備品（純額） 16,135 11,965

建設仮勘定 2,420 －

有形固定資産合計 37,277 43,074

無形固定資産

ソフトウエア 38,319 33,089

その他 1,138 1,138

無形固定資産合計 39,458 34,227

投資その他の資産

関係会社株式 728,153 795,585

長期前払費用 41,619 －

繰延税金資産 4,200 9,697

敷金及び保証金 248,245 187,604

その他 2,280 38

投資その他の資産合計 1,024,499 992,925

固定資産合計 1,101,235 1,070,228

資産合計 1,957,269 2,330,060
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年８月31日)

当事業年度
(平成23年８月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 200,000 200,000

1年内償還予定の社債 240,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 － 66,664

未払金 28,547 20,610

未払費用 11,211 10,731

未払法人税等 4,797 38,612

未払消費税等 5,352 5,195

預り金 6,446 6,223

デリバティブ債務 23,854 －

賞与引当金 5,016 6,604

株主優待引当金 － 1,699

流動負債合計 525,224 396,343

固定負債

社債 220,000 180,000

長期借入金 － 116,670

資産除去債務 － 24,165

長期未払金 76,726 67,087

退職給付引当金 10,323 13,865

固定負債合計 307,050 401,787

負債合計 832,275 798,131

純資産の部

株主資本

資本金 117,126 291,951

資本剰余金

資本準備金 27,338 202,163

その他資本剰余金 316,000 316,000

資本剰余金合計 343,338 518,163

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 512,030 569,374

利益剰余金合計 664,530 721,874

自己株式 － △58

株主資本合計 1,124,994 1,531,929

純資産合計 1,124,994 1,531,929

負債純資産合計 1,957,269 2,330,060
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当事業年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

営業収益 640,160 571,211

営業費用 513,070 519,032

営業利益 127,090 52,178

営業外収益

受取利息 16,412 11,086

匿名組合投資利益 5,128 9,639

デリバティブ評価益 5,076 23,854

その他 836 233

営業外収益合計 27,454 44,813

営業外費用

支払利息 5,640 3,773

社債利息 3,302 1,968

コミットメントフィー 6,589 2,064

為替差損 1,056 3,820

上場関連費用 3,216 26,687

その他 1,643 1,264

営業外費用合計 21,449 39,578

経常利益 133,095 57,413

特別利益

固定資産売却益 735 －

保険解約返戻金 － 57,058

特別利益合計 735 57,058

特別損失

固定資産除却損 43 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,017

特別損失合計 43 7,017

税引前当期純利益 133,786 107,454

法人税、住民税及び事業税 13,703 39,211

法人税等調整額 △452 △9,833

法人税等合計 13,251 29,377

当期純利益 120,535 78,076
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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21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当事業年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 117,126 117,126

当期変動額

新株の発行 － 174,825

当期変動額合計 － 174,825

当期末残高 117,126 291,951

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 343,338 27,338

当期変動額

新株の発行 － 174,825

資本準備金の取崩 △316,000 －

当期変動額合計 △316,000 174,825

当期末残高 27,338 202,163

その他資本剰余金

前期末残高 － 316,000

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 316,000 316,000

資本剰余金合計

前期末残高 343,338 343,338

当期変動額

新株の発行 － 174,825

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 － 174,825

当期末残高 343,338 518,163

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 399,269 512,030

当期変動額

剰余金の配当 △7,774 △20,732

当期純利益 120,535 78,076

当期変動額合計 112,760 57,343

当期末残高 512,030 569,374
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日)

当事業年度
(自 平成22年９月１日
至 平成23年８月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 551,769 664,530

当期変動額

剰余金の配当 △7,774 △20,732

当期純利益 120,535 78,076

当期変動額合計 112,760 57,343

当期末残高 664,530 721,874

自己株式

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の取得 － △58

当期変動額合計 － △58

当期末残高 － △58

株主資本合計

前期末残高 1,012,233 1,124,994

当期変動額

新株の発行 － 349,650

剰余金の配当 △7,774 △20,732

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 120,535 78,076

自己株式の取得 － △58

当期変動額合計 112,760 406,935

当期末残高 1,124,994 1,531,929

純資産合計

前期末残高 1,012,233 1,124,994

当期変動額

新株の発行 － 349,650

剰余金の配当 △7,774 △20,732

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 120,535 78,076

自己株式の取得 － △58

当期変動額合計 112,760 406,935

当期末残高 1,124,994 1,531,929
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(4) 継続企業の前提に関する注記

  前事業年度（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。

  当事業年度（自 平成22年９月１日 至 平成23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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