
各　　　位 平成 21年２月 12日

          会   社   名       トーソー株式会社

          コード番号       5956

          代表者名 代表取締役社長 大槻 保人

          問合せ先 経   理   部   長 森兼 康博

TEL (03) 3552 - 1211

（訂正・数値データ訂正あり）
平成21年3月期　第3四半期決算短信に関する一部訂正のお知らせ

　　　　　　　　　　　　 記

1.訂正の理由

2.訂正箇所
１ページ　 １.平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日）
　　　　　　 （1）連結経営成績（累計）　（2）連結財政状態
２ページ　 １.連結経営成績に関する定性的情報

２.連結財政状態に関する定性的情報
（1）財政状態の分析　

３ページ （2）キャッシュ・フローの分析
５～６ページ ５．【四半期連結財務諸表】　（1）【四半期連結貸借対照表】
７～８ページ （2）【四半期連結損益計算書】
９ページ （3）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
１１ページ （5）セグメント情報【事業の種類別セグメント情報】

　当社は、平成21年１月30日付で発表いたしました「平成21年3月期　第3四半期決算短信」の記載内容の一部に
訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。

　訂正部分には下線を付しております。

　 当社は、平成21年１月30日付で第3四半期決算発表を行いましたが、その後一部訂正すべき点が判
明しましたので、以下のとおり訂正を行うものであります。
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１ページ  

（訂正前） 
 (百万円未満切捨て) 

1. 平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年４月1日～平成20年12月31日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年３月期第３四半期 15,877 ─ △175 ─ △235 ─ △361 ─ 
20年３月期第３四半期 15,865 △2.6 67 △86.5 15 △96.8 △41 ─ 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  

 円 銭 円 銭   

21年３月期第３四半期 △30 73 ─    

20年３月期第３四半期 △3 56 ─    

 
（訂正後） 

(百万円未満切捨て) 

1. 平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年４月1日～平成20年12月31日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年３月期第３四半期 15,877 ─ △178 ─ △238 ─ △361 ─ 
20年３月期第３四半期 15,865 △2.6 67 △86.5 15 △96.8 △41 ─ 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  

 円 銭 円 銭   

21年３月期第３四半期 △30 73 ─    

20年３月期第３四半期 △3 56 ─    

 
（訂正前） 
 (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 

21年３月期第３四半期 19,498 8,183 41.8 691 73 
20年３月期 19,652 9,012 45.6 761 75 
 
(参考) 自己資本 21年３月期第３四半期 8,144百万円 20年３月期 8,971百万円

 

（訂正後） 
 (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 

21年３月期第３四半期 19,503 8,188 41.8 692 20 
20年３月期 19,652 9,012 45.6 761 75 
 
(参考) 自己資本 21年３月期第３四半期 8,149百万円 20年３月期 8,971百万円
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２ページ  

・定性的情報・財務諸表等 

１. 連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

（略） 
以上の結果、全体の当第３四半期連結累計期間の売上高は158億７千７百万円（前年同期比0.1％の

増加）となりました。また、営業損益につきましては低単価・低粗利の商品の販売構成が高まったこ
とや、原材料価格高騰及び営業関連の諸費用を先行投資したことなどにより１億７千５百万円の損失
（前年同期は６千７百万円の利益）となりました。経常損益は２億３千５百万円の損失（前年同期は
１千５百万円の利益）、第３四半期連結累計純損益は３億６千１百万円の損失（前年同期は４千１百
万円の損失）となりました。 

 

（訂正後） 

（略） 
以上の結果、全体の当第３四半期連結累計期間の売上高は158億７千７百万円（前年同期比0.1％の

増加）となりました。また、営業損益につきましては低単価・低粗利の商品の販売構成が高まったこ
とや、原材料価格高騰及び営業関連の諸費用を先行投資したことなどにより１億７千８百万円の損失
（前年同期は６千７百万円の利益）となりました。経常損益は２億３千８百万円の損失（前年同期は
１千５百万円の利益）、第３四半期連結累計純損益は３億６千１百万円の損失（前年同期は４千１百
万円の損失）となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
(1) 財政状態の分析 

（訂正前） 

 （略） 

（固定資産） 
当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は42億５千４百万円で、前連結会計年度末
に比べ４億５千１百万円減少しております。投資有価証券の減少９千９百万円、繰延税金資産の減
少２億３千１百万円等が主な要因であります。 

 
 （略） 
（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は81億８千３百万円で、前連結会計年度末に
比べ８億２千８百万円減少しております。当期純損失により利益剰余金の減少４億９千５百万円等
が主な要因であります。 
 

（訂正後） 

（略） 
（固定資産） 
当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は42億６千万円で、前連結会計年度末に比
べ４億４千５百万円減少しております。投資有価証券の減少９千９百万円、繰延税金資産の減少２
億３千１百万円等が主な要因であります。 
 

 （略） 
（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は81億８千８百万円で、前連結会計年度末に
比べ８億２千３百万円減少しております。当期純損失により利益剰余金の減少４億９千５百万円等
が主な要因であります。 
 

３ページ 
 
(2) キャッシュ・フローの分析 
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（訂正前） 

 （略） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュフローは、６億１千４百万円の支出となりました。これは主に、減価
償却費の計上３億６千万円、利息及び配当金の受取１千２百万円等がありましたものの、税金等調
整前四半期純損失２億５千９百万円、たな卸資産の増加８億４千８百万円、仕入債務の減少３千４
百万円、未払金の減少４千２百万円等によるものであります。 

 （以下省略） 
 

（訂正後） 

 （略） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュフローは、６億１千４百万円の支出となりました。これは主に、減価
償却費の計上３億６千万円、利息及び配当金の受取１千２百万円等がありましたものの、税金等調
整前四半期純損失２億６千１百万円、たな卸資産の増加８億４千８百万円、仕入債務の減少３千４
百万円、未払金の減少４千２百万円等によるものであります。 

 （以下省略） 
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５～６ページ
（訂正前）

5.【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　（略）

　　その他 233,080 518,136

　　（略）

　　流動資産合計 15,243,432 14,946,609

　固定資産

　　有形固定資産

　　（略）

　　　土地 1,225,210 1,362,347

　　（略）

　　　有形固定資産合計 2,901,394 3,156,251

　　投資その他の資産

　　（略）

　　　その他 583,438 536,606

　　（略）

　　　投資その他の資産合計 1,161,082 1,446,581

　　固定資産合計 4,254,699 4,706,054

　資産合計 19,498,131 19,652,663

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

純資産の部

　評価・換算差額等

　　（略）

　　為替換算調整勘定 △62,973 △5,963

　　評価・換算差額等合計 △326,064 5,064

　　（略）

　純資産合計 8,183,149 9,012,006

負債純資産合計 19,498,131 19,652,663
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（訂正後）

5.【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　（略）

　　その他 232,687 518,136

　　（略）

　　流動資産合計 15,243,038 14,946,609

　固定資産

　　有形固定資産

　　（略）

　　　土地 1,236,782 1,362,347

　　（略）

　　　有形固定資産合計 2,912,966 3,156,251

　　投資その他の資産

　　（略）

　　　その他 577,799 536,606

　　（略）

　　　投資その他の資産合計 1,155,444 1,446,581

　　固定資産合計 4,260,633 4,706,054

　資産合計 19,503,671 19,652,663

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

純資産の部

　評価・換算差額等

　　（略）

　　為替換算調整勘定 △57,433 △5,963

　　評価・換算差額等合計 △320,524 5,064

　　（略）

　純資産合計 8,188,690 9,012,006

負債純資産合計 19,503,671 19,652,663
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７～８ページ
（訂正前）

(2)【四半期連結損益計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月1日
 至 平成20年12月31日)

　　（略）

販売費及び一般管理費

　　（略）

　その他 860,415

　販売費及び一般管理費合計 6,948,379

営業損失（△） △175,403

　　（略）

経常損失（△） △235,480

　　（略）

税金等調整前四半期純損失（△） △259,162

法人税、住民税及び事業税 65,835

　　（略）

法人税等合計 102,617

　　（以下省略）

（訂正後）

(2)【四半期連結損益計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月1日
 至 平成20年12月31日)

　　（略）

販売費及び一般管理費

　　（略）

　その他 863,164

　販売費及び一般管理費合計 6,951,128

営業損失（△） △178,152

　　（略）

経常損失（△） △238,229

　　（略）

税金等調整前四半期純損失（△） △261,911

法人税、住民税及び事業税 63,086

　　（略）

法人税等合計 99,868

　　（以下省略）
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９ページ
（訂正前）

（単位：千円）
当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期純損失（△） △259,162

　　（略）

　その他 100,002

　　（以下省略）

（訂正後）

（単位：千円）
当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期純損失（△） △261,911

　　（略）

　その他 102,751

　　（以下省略）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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１１ページ 

 (5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

（訂正前） 

 
室内装飾 
関連事業 
(千円) 

インテリア 
雑貨事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 

15,098,825 484,291 294,585 15,877,703 ― 15,877,703 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― 1,252,235 1,252,235 (1,252,235) ― 

計 15,098,825 484,291 1,546,820 17,129,938 (1,252,235) 15,877,703 

営業費用 15,238,435 584,010 1,486,044 17,308,491 (1,255,385) 16,053,106 

営業利益又は営業損失(△) △139,609 △99,719 60,776 △178,553 3,150 △175,403 

(注）１ 事業の区分は、製品、商品の種類、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 

２ 各区分の主な製品・商品等 

(1)室内装飾関連事業・・・カーテンレール類、ブラインド類、間仕切類 

(2)インテリア雑貨事業・・陶磁器人形、花瓶、象嵌細工宝石箱 

(3)その他事業・・・・・・プラスチックチェーン、介護用品、損害保険代理業、物流業務受託 

 

（訂正後） 

 
室内装飾 
関連事業 
(千円) 

インテリア 
雑貨事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 

15,098,825 484,291 294,585 15,877,703 ― 15,877,703 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― 1,252,235 1,252,235 (1,252,235) ― 

計 15,098,825 484,291 1,546,820 17,129,938 (1,252,235) 15,877,703 

営業費用 15,241,184 584,010 1,486,044 17,311,240 (1,255,385) 16,055,855 

営業利益又は営業損失(△) △142,358 △99,719 60,776 △181,302 3,150 △178,152 

(注）１ 事業の区分は、製品、商品の種類、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 

２ 各区分の主な製品・商品等 

(1)室内装飾関連事業・・・カーテンレール類、ブラインド類、間仕切類 

(2)インテリア雑貨事業・・陶磁器人形、花瓶、象嵌細工宝石箱 

(3)その他事業・・・・・・プラスチックチェーン、介護用品、損害保険代理業、物流業務受託 

 

－9－


